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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61期 第62期 第63期 第64期 第65期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

売上高 （百万円） 36,683 39,860 49,766 51,650 47,723

経常損益 （百万円） 794 △670 △665 △1,369 423

当期純損益 （百万円） 421 △792 △982 △5,697 278

包括利益 （百万円） 574 △772 △976 △5,695 294

純資産額 （百万円） 11,565 10,798 9,792 4,086 4,380

総資産額 （百万円） 24,684 38,209 37,525 30,817 28,047

１株当たり純資産額 （円） 56.50 52.69 47.87 19.86 21.28

１株当たり当期純損益金額 （円） 2.30 △3.89 △4.82 △27.94 1.36

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） 2.30 － － － －

自己資本比率 （％） 46.6 28.1 26.0 13.1 15.5

自己資本利益率 （％） 4.2 － － － 6.6

株価収益率 （倍） 77.4 － － － 50.7

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 478 △13,388 2,887 611 2,741

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △422 △1,217 △1,445 △559 140

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △1,224 12,780 △1,198 △718 △2,148

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 4,339 2,514 2,758 2,091 2,824

従業員数
（人）

1,127 1,297 1,459 1,441 1,304

(外、平均臨時雇用者数) (108) (147) (156) (144) (103)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第65期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３．第63期及び第64期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第62期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失金額であるため記載しておりません。

５．第62期、第63期及び第64期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されているため

記載しておりません。

６．第61期は、決算期変更により平成23年４月１日から平成24年２月29日までの11ヶ月間となっております。
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(2）提出会社の経営指標等
 

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

売上高 （百万円） 34,430 37,584 47,166 49,275 45,765

経常損益 （百万円） 480 △864 △639 △1,607 174

当期純損益 （百万円） 236 △862 △873 △5,508 114

資本金 （百万円） 9,060 9,064 9,068 9,068 9,068

(発行済株式総数) （株） (203,745,184) (203,882,184) (204,018,184) (204,018,184) (204,018,184)

純資産額 （百万円） 10,954 10,112 9,244 3,736 3,864

総資産額 （百万円） 23,444 36,968 36,247 29,874 26,931

１株当たり純資産額 （円） 53.76 49.61 45.33 18.32 18.95

１株当たり配当額
（円）

－ － － － －

(内１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純損益金額 （円） 1.29 △4.23 △4.28 △27.01 0.56

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） 1.29 － － － －

自己資本比率 （％） 46.7 27.3 25.5 12.5 14.4

自己資本利益率 （％） 2.4 － － － 3.0

株価収益率 （倍） 138.0 － － － 123.2

配当性向 （％） － － － － －

従業員数
（人）

966 1,122 1,277 1,258 1,129

(外、平均臨時雇用者数) (93) (134) (139) (124) (88)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第65期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３．第63期及び第64期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第62期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失金額であるため記載しておりません。

５．第62期、第63期及び第64期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されているため

記載しておりません。

６．配当性向については、無配であるため記載しておりません。

７．第61期は、決算期変更により平成23年４月１日から平成24年２月29日までの11ヶ月間となっております。
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２【沿革】

昭和26年６月 大阪市西区九条南通１丁目741番地に三成建築工業株式会社を資本金1,500千円にて設立

昭和26年12月 社名を三成工業株式会社に変更

昭和30年９月 社名を小堀興業株式会社に変更

昭和36年５月 社名を小堀住研興業株式会社に変更

昭和40年４月 住研ハウス株式会社及び住研機材株式会社を吸収合併し、社名を小堀住研株式会社に変更する

と共に本社を西宮市に移転

昭和42年10月 宝塚市に宝塚製作所を建設し、工場内に研究所を設置、工業化住宅の量産化を図る

昭和46年３月 土地の先行取得及び土地の開発企画並びに土木工事設計施工を目的とするエス・バイ・エル住

宅流通株式会社（旧　小堀住宅流通株式会社）を設立

昭和47年３月 エス・バイ・エル住工株式会社（旧　小堀住工株式会社　現・連結子会社）を設立

昭和47年６月 事業の拡大に対処する為、本社を大阪市に移転

昭和48年９月 大阪証券取引所市場第二部に上場

昭和50年10月 東京証券取引所市場第二部に上場

昭和53年４月 本社新社屋を大阪市北区曽根崎二丁目12番１号に完成

昭和53年９月 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部に指定（大阪証券取引所については、平成21年

６月に上場廃止）

昭和57年６月 木質パネルによる壁式構造の新住宅供給システム企業化承認住宅「小堀ハウス55」の承認をう

ける

昭和63年４月 大阪市北区に金融・総合リースのエス・バイ・エルファイナンス株式会社（旧　ファイナンス

ワークス株式会社）を設立

平成元年４月 茨城県つくば市につくば工場及び物流倉庫を完成、操業を開始

平成２年10月 社名をエス・バイ・エル株式会社に変更

つくば工場に第２物流倉庫完成、操業を開始

平成３年10月 コングロ工業株式会社の株式取得、社名をエス・バイ・エルコングロ株式会社（現　コングロ

エンジニアリング株式会社　現・連結子会社）に変更

平成７年３月 山口県山口市に山口工場及び物流倉庫を完成

平成８年４月 エス・バイ・エル住宅流通株式会社とエス・バイ・エルファイナンス株式会社が合併し、社名

をエス・バイ・エルトラスト株式会社とする

平成12年11月 東京都新宿区に住宅のフランチャイズ事業の展開を目的とするエースホーム株式会社（現・連

結子会社）を設立

平成15年３月 大阪市中央区にエス・バイ・エルハウジング株式会社（旧　ハウジングワークス株式会社　

現・連結子会社）設立

平成19年４月 当社がエス・バイ・エルトラスト株式会社の事業を継承し、同社を吸収合併する

平成19年６月 本社を大阪市北区天満橋一丁目８番30号に移転

平成23年10月 当社株式の公開買付け及び第三者割当増資により、株式会社ヤマダ電機は当社の議決権の50％

超を取得、当社の親会社となる（当社は連結子会社）

平成25年６月 社名を株式会社ヤマダ・エスバイエルホームに変更

平成28年５月 本社を群馬県高崎市栄町１番１号に移転
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、戸建住宅の請負、設計及び施工、戸建分譲住宅の施工及び販売、工業

化住宅部材の製造及び販売を行っている住宅事業を主な事業とし、リフォーム事業、不動産賃貸事業、その他（保険代

理業部門及び売電部門）の事業活動を展開しております。

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる主な事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付

けと事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

(1）住宅事業　　　　： （戸建住宅、商業施設）

当社が主にプレハブ工法による戸建住宅の請負、設計、施工と賃貸マンション、医療施

設・介護施設等の商業施設の開発、建築を行っております。また、エス・バイ・エル住

工(株)(連結子会社)が工業化住宅部材の製造及び供給、コングロエンジニアリング(株)

(連結子会社)が基礎工事を行い、エス・バイ・エルハウジング(株)(連結子会社)が建築

工事を行っております。

 （戸建分譲住宅）

当社が戸建分譲住宅の施工、並びに販売及び仲介を行っております。

 （代理店向け建設用部材）

当社が販売施工代理店に工業化住宅部材の販売を行うとともに、監理・指導を行ってお

ります。

 （一般建設用資材）

当社が一般建設用資材の販売を行っております。

 （住宅のフランチャイズ事業）

エースホーム(株)(連結子会社)が在来軸組工法によるフランチャイズ事業を行っており

ます。

  

(2）リフォーム事業　： 当社が住宅のリフォーム事業を行っております。

  

(3）不動産賃貸事業　： 当社が不動産の賃貸を行っております。

 

(4）その他　　　　　：

 

当社が保険代理業及び売電を行っております。

 

　また、当社は親会社である株式会社ヤマダ電機の住宅事業において、分譲住宅の販売業務及びリフォーム工事等を請

け負っております。また、家電商品等の仕入を行っております。
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　　　以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

(1）連結子会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権に対
する所有割
合（％）

関係内容

エス・バイ・エル住工株

式会社

茨城県つくば

市
100 住宅事業 100.0

１．当社が使用する工業化住宅部材

の販売

２．当社のつくば工場及び山口工場

の賃貸

　役員の兼任等　　　　　有り

コングロエンジニアリン

グ株式会社
東京都品川区 100 住宅事業 100.0

１．当社が施工する住宅建築工事の

地耐力調査、地質調査及び基礎

工事の施工

２．当社の設備の賃貸

　役員の兼任等　　　　　有り

エースホーム株式会社 東京都新宿区 100 住宅事業 86.0
当社が住宅建築用資材を販売

役員の兼任等　　　　　有り

エス・バイ・エルハウジ

ング株式会社
大阪府茨木市 50 住宅事業 100.0

１．当社が施工する住宅建築工事の

外注先

２．当社の設備の賃貸

　役員の兼任等　　　　　有り

　（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．連結子会社のうち、特定子会社に該当するものはありません。

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４. 連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の割合が10％を越えている連結子会社が

ないため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

(2）親会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権に対す
る被所有割合

（％）
関係内容

株式会社ヤマダ電機 群馬県高崎市 71,058
家電・情報家電等の

販売

被所有

51.90

１．当社が家電商品等を仕入

２．当社が分譲住宅の販売業務及びリ

フォーム工事を請負

３．業務提携契約締結先

４．当社と金融機関との当座貸越契約

に対する債務保証

５．資金の借入

　　役員の兼任等　　　　　有り

　（注）有価証券報告書提出会社であります。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成28年２月29日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

住宅事業 950 （96）

リフォーム事業 307 （5）

不動産賃貸事業 － （－）

報告セグメント計 1,257 （101）

その他 － （－）

全社（共通） 47 （2）

合計 1,304 （103）

　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向を除き、グループ外部から当社グループへの

出向を含んでおります。）であり、臨時従業員（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は（　）内に

年間の平均人員数を外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

 

(2）提出会社の状況

平成28年２月29日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

1,129（88） 42.4 11.5 4,612,210

 

セグメントの名称 従業員数（人）

住宅事業 775 （81）

リフォーム事業 307 （5）

不動産賃貸事業 － （－）

報告セグメント計 1,082 （86）

その他 － （－）

全社（共通） 47 （2）

合計 1,129 （88）

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向を除き、社外から当社への出向を含んでおります。）であり、

臨時従業員（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は（　）内に年間の平均人員数を外数で記載して

おります。

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

３．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

 

(3）労働組合の状況

　労働組合はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当期におけるわが国経済は、政府及び日銀の経済政策を背景に、企業業績の緩やかな回復基調とともに雇用・所得

に改善の動きが表れ、個人消費は堅調に推移いたしましたが、中国をはじめとしたアジア経済が減速傾向にある影響

などから、先行き不透明な状況にありました。

住宅市場におきましては、住宅取得資金贈与の非課税枠拡充、省エネ住宅ポイント制度の施行など、政府による住

宅取得支援策が講じられ、需要創出に一定の効果が表れました。

このような事業環境のもと、経営構造改革「Reborn SxL Plan」を基軸に各種業務の改善に取り組み、人と環境の

未来に向け、「SMART eco STYLE ZERO」をはじめとするZEH商品の販売を推進してまいりました。営業施策面におき

ましては、ヤマダ電機グループ一体となった広告展開など、グループの総合力を活かした販売戦略を推進してまいり

ました。また、住まいと健康を結び付ける新たなアプローチとして、「Wellness Air (ウェルネスエアー)」を川崎

医科大学、アーテック工房株式会社とともに産学共同研究を行ってまいりました。その結果、「Wellness Air」を設

置した空間で生活することによりＮＫ細胞が活性化することが実証され、学術論文が国際学術誌「PLOS ONE（プロス

ワン）」に掲載されました。また、季節ごとに各種キャンペーンの実施や、「工場見学会」等の販売促進イベントを

開催するなど、受注拡大に向けた取り組みを行いました。

以上の結果、期初受注残が前年度より減少していたことから、売上高は477億２千３百万円（前期比7.6％減）とな

りましたが、営業利益につきましては、前年度より取り組んでいる経営構造改革が奏功し、営業利益は４億５千２百

万円（前期比17億２千７百万円改善）となりました。経常利益は４億２千３百万円(前期比17億９千３百万円改善)、

当期純利益は２億７千８百万円(前期比59億７千５百万円改善)となりました。

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。

[住宅事業]

当社グループの主力事業である住宅事業部門につきましては、創業者小堀林衛氏の“住まいの哲学”による思いを

全社員が共有し、設計力・デザイン力・提案力を活かした商品戦略により拡販を図りました。「小堀ブランド」の構

築に向けた、ブランドイメージの向上に努め、研究を重ねて心で築く「研築」の精神に基づくコンサルティングサー

ビスを強化してまいりました。

主力商品であるパネル住宅では、２階建て住宅「New Authent（ニューオーセント）」、３階建て住宅「yutoRino

（ユトリノ）」を主軸として各種キャンペーンの実施とともに受注強化を図り、当社のメインターゲットである中高

級層への訴求を強化してまいりました。

また、日本人の感性に共鳴する“かたちの本質”（essence of shape）を追求した住まい[ｅｓ.]（エス）の販売

を開始いたしました。企業建築家集団「小堀の住まい設計工房」監修によってディティールに徹底してこだわり設計

デザインされた[ｅｓ.]は、シンプルで洗練された美しさをもつ65周年記念モデルとして販売を強化してまいりまし

た。以上の結果、住宅事業の受注は前年同期と比較し順調に推移いたしましたが、期初受注残の不足などの影響によ

り、売上高は375億５千４百万円（前期比3.1％減）となりました。一方で営業利益は、経営構造改革における原価低

減や各種経費削減の効果が表れた結果、６億４千７百万円（前期比17億６千７百万円改善）となりました。

 

[リフォーム事業]

リフォーム事業につきましては、オーナー様を対象とした自社物件の受注活動、他社施工物件の受注活動、ヤマダ

電機店舗内「トータルスマニティライフコーナー」を経由した営業活動の３基軸での事業展開を行いました。しかし

ながら、前年同期において消費増税の駆け込みによって売上が集中したこと、オーナー様への太陽光発電の販売が一

巡したことなどの影響から、売上高は94億９百万円（前期比22.8％減）となり、営業利益は２億４千７百万円（前期

比28.6％減）となりました。

 

[不動産賃貸事業・その他]

不動産賃貸事業につきましては、サブリース案件の増加や入居率の改善により、売上高は５億３千９百万円(前期

比5.0％増)となり、営業利益は２億８千４百万円（前期比0.9％増)となりました。

その他につきましては、つくば工場、山口工場のメガソーラーシステムに加え、一部の拠点に太陽光パネルを設置

したことなどにより、売電による売上高は１億４千２百万円(前期比1.5％増)、営業利益は６千８百万円(前期比

11.0％増)となりました。また、保険については、平成27年10月より長期火災保険の販売ができなくなったことか

ら、火災保険加入数は期末にかけ減少傾向にあり、売上高は７千７百万円（前期比0.7％減）となり、営業利益は６

千４百万円(前期比4.0％減)となりました。
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(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ７億３千２百万円増加し、

当連結会計年度末には28億２千４百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは27億４千１百万円となりました。これは主に、分譲

物件の売上増によるたな卸資産の減少（30億７千４百万円）等によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは１億４千万円となりました。これは主に、展示場等

の有形固定資産の取得による支出（△２億３千７百万円）、賃貸物件等の有形固定資産の売却による収入（４億８千

２百万円）等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは△21億４千８百万円となりました。これは主に、短

期借入金の純減（△19億９千万円）があったことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）受注状況

　当連結会計年度における住宅事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。

　なお、当社グループ（当社及び連結子会社）では住宅事業及びリフォーム事業以外は受注生産を行っておりませ

ん。

セグメントの名称

受注高 受注残高

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

前年同期比
（％）

当連結会計年度
（平成28年２月29日）

前年同期比
（％）

住宅事業（百万円） 36,526 100.9 18,788 94.8

リフォーム事業（百万円） 9,413 81.5 1,650 100.3

合計（百万円） 45,939 96.2 20,439 95.2

 

(2）売上実績

　当連結会計年度における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

前年同期比（％）

住宅事業（百万円） 37,554 96.9

リフォーム事業（百万円） 9,409 77.2

不動産賃貸事業（百万円） 539 105.0

報告セグメント計（百万円） 47,503 92.4

その他（百万円） 220 100.7

合計（百万円） 47,723 92.4

　（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

３．当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。
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３【対処すべき課題】

第66期の最重要課題は、抜本的に営業力を強化することにあります。そのため、第66期のスローガンを「第２の創

業！全社一丸となって　営業力強化の年」と定め、引き続き経営構造改革を進めてまいります。そのために、①ブラ

ンド価値の向上、②ウェルネス戦略の推進、③ＣＳ・ＥＳの向上、④社内管理体制・組織体制の強化の４項目を柱と

した事業強化策に全力で取り組んでまいります。

 

①ブランド価値の向上

「原点へ。そして本質へ。」を合言葉に販売戦略を構築してまいります。「研築」の精神に基づく先駆的なデザイ

ンで認知度の高い「小堀ブランド」を更に強化し、富裕層へのアプローチを積極化することにより企業価値を高めて

まいります。また社内の経験豊富な建築家と営業マンによるコンサルティングサービスを充実させることで、完全カ

スタマイズ商品を提案し、差別化を図ります。

 

②ウェルネス戦略の推進

「住まいと健康」をテーマとした、「健康住宅」の販売を推進してまいります。「ウェルネス断熱」、「ウェルネ

スエアー」などの導入による健康増進に向けた取り組みに加えて、ヤマダ電機グループシナジー効果を体現した「住

まいのＩｏＴ化」を推進してまいります。心豊かな住まいづくりと共に、身も心も健やかで健康を呼び込む住まいの

実現を目指し、新築事業、リフォーム事業を始め、新たな市場創造に向けて積極的に取り組んでまいります。

 

③ＣＳ・ＥＳの向上

協力会社・関係会社・グループ会社との信頼関係をより強固にすることで、住まいの施工品質の向上を図ってまい

ります。

また、カスタマーサービスを充実させ、オーナー様やオーナー様以外のお客様に対するアプローチをより強化する

ことで、リピート率や紹介受注の向上を図り、顧客満足から売上増大のプロセスを構築してまいります。

加えて、最も重要な経営資源を「全従業員（協力会社・関係会社・グループ会社を含む）」と位置付け、従業員の

多様性を尊重し、ワークライフバランスを重視した各種社内制度の利用を促進することでモチベーションの向上を図

り、ＥＳを高めることにより、ＣＳの向上も図ってまいります。

 

④社内管理体制・組織体制の強化

引き続きコンプライアンス遵守体制の強化、内部監査体制の充実、及びコスト管理体制の強化を推進し、内部統

制の実効性を高め、無駄なコストを削減し効率的な組織運営を目指してまいります。
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４【事業等のリスク】

 当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）住宅市場の動向リスク

　当社グループの住宅事業は、雇用状況、地価・金利の動向、住宅関連政策・住宅税制等に起因する個人の消費動向

の影響を強く受ける事業であり、そのため、このような市場環境が予期せず悪化し住宅受注が大きく減少する事態と

なった場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(2）有利子負債依存リスク

　当社グループの当連結会計年度末の借入による有利子負債残高及び総資産に占める割合は、109億円（38.9％）で

あり、金利の変動により当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。

(3）減損会計の影響に係るリスク

　当社グループが保有している事業用固定資産及びファイナンス・リース資産について減損処理が必要となった場合

は、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

(4）市況及び為替変動リスク

　当社が使用する２×４材等の原材料の多くは、カナダの良質な木材を輸入するため、原材料市況の変動に加えて為

替変動の影響をうけます。市況及び為替変動により、当社の経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性がありま

す。

 

(5）自然災害リスク

　当社グループでは、大規模な地震や台風等の自然災害が発生した場合、被災した自社保有施設の復旧に加え、引渡

済住宅の点検・修復及び建築中物件の引渡の遅延等に多額の費用が発生し、当社グループの業績が影響を受ける可能

性があります。

(6）法的規制リスク

　当社グループの行う事業に適用される建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法及びその他の関係法令の法的規制

が強化された場合には、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

(7）品質保証リスク

　当社グループでは住宅の品質について、最も歴史の長い住宅メーカーとして築いた独自の卓越した技術を用い徹底

した管理を行っておりますが、予期せぬ事情により、品質に関する重大な問題が発生した場合、当社グループの経営

成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

(8）個人情報等の漏洩等のリスク

　当社グループでは、お客様の個人情報を多数お預かりしております。これらの情報管理に関しては、規程、手引き

等を制定し、グループ各社含め研修を実施するなど情報管理の重要性の徹底及び漏洩防止のための対策を講じており

ます。しかしながらこれらの対策にかかわらず外部に重要情報が流失した場合には、当社グループの社会的信用が影

響を受け、また、それが不正使用された場合には対応のための費用負担等により業績が大きく影響を受ける可能性が

あります。
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５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６【研究開発活動】
　当社は創業時の原点である「住まいの哲学」の研築の精神に則り、日本の伝統・感性を継承し、気候・風土に最適

な機能を備えた美しい住まいを提供し続けることを目指しております。当社グループの研究開発活動は、主に連結財

務諸表を提出する当社で行っており、住宅事業において推進されております。

　研究開発の組織は組織再編により平成26年９月より技術・商品開発部が担っており技術開発及び商品開発活動に取

り組んでおります。

　当連結会計年度は、koboriブランド構築をめざし商品グレードの見直しとラインナップの絞込みを進めてまいりま

した。また、エネルギー問題や高齢社会への対応として住まいのスマート・ウェルネス化への技術開発及び研究開発

活動を強化推進してまいりました。

　研究開発要員は当連結会計年度末日現在15名であります。また、当連結会計年度の研究開発費の総額は、１億３千

１百万円で、住宅事業における主な研究開発活動及び成果は次のとおりであります。

 

(1）収益の最大化に向けての取り組み

　高級注文住宅「小堀の住まい」のブランドを活かし中高級グレード商品の販売強化に取り組んで来ました。平成27

年５月より、グレード別７商品群を中高級シリーズ『newAuthent』に絞込み生産性を上げる一方、仕様グレードを３

種類３段階に分類しライフスタイルや予算に応じて要望に応えやすい商品構成に変更しました。

　平成28年１月には、「小堀の住まい」が大切にしてきた“ディテール”にこだわる『es.（エス）』を発売し、

koboriブランドの強化推進に取り組んでいます。

　また、現場接合部材の工場プレセット化の推進や、集成梁加工の自社工場での内製化を進め、現場での省施工化を

図ると共に収益メリットの最大化にも取り組みました。

 

(2）高齢社会に向けて健康への取り組み

　世界一の長寿国である日本において、“健康寿命”への取り組みが介護や医療費などの社会問題対策に住宅の役割

が非常に重要であると考えています。平成27年９月に実生活者をモニターとし『NK細胞の活性化』を住空間で立証し

たことを公表すると共に、その住空間を創りだすシステム『ウェルネスエアー』を新築及びリフォームでの販売強化

に取り組みました。同システムは部屋の空気環境をマイナス荷電粒子が優位な状態に創りだすことでガン細胞やウィ

ルスへの免疫力が向上するというもので、川崎医科大学との共同研究として取り組んでおります。

　また、住まいの高断熱化が重要視される中、特に温暖な地域での冬期の低室温状態が高血圧症や脳疾患、心疾患へ

の影響が懸念されていることに着目し、トイレ、洗面、浴室や廊下など非暖房空間とリビングなどの暖房空間との温

度差を解消する『ウェルネス断熱』工法を開発し、平成28年２月より販売を開始しました。

 

(3）ネット・ゼロ・エネルギー住宅に対する取り組み

　住宅のゼロエネルギー化について、ヤマダ電機グループの特徴を活かしながら積極的に取り組んでいます。平成27

年度は全新築住宅供給棟数の３％がネット・ゼロ・エネルギー住宅（以下ＺＥＨ（ゼッチ））となっております。平

成28年度は前述の『ウェルネス断熱』工法を採用するとＺＥＨに求められる断熱性能を大幅にクリアーすることより

標準化を推進し、全新築住宅供給棟数に占める割合を９%に、平成32年度（2020年度）には58％まで上げる目標で取

り組んでおります。

　また政府では、ネット・ゼロ・エネルギーにはならなくても75％以上の１次消費エネルギーを賄える、いわゆる

“nearlyＺＥＨ”も含めてＺＥＨを推進しており、当社では平成28年度の全新築住宅供給棟数の13％、平成32年度に

は27％をnearlyＺＥＨが占める目標で取り組んでおります。

 

(4）住まいのＩｏＴ化に対する取り組み

　スマートフォンの普及、産業界でのＡＩやロボット化の普及に伴い、住まいのＩｏＴ化についても積極的に取り組

んでいます。平成27年８月に親会社であるヤマダ電機とソフトバンクグループとの資本業務提携の一環として、青山

展示場に人間の感情を持つパーソナルロボット「pepper」を配置し「ロボットのいる家」の体感イベントを実施しま

した。少子高齢化が進む日本において、小さな子供や高齢者が一人で在宅する時間帯などへの有効活用が見えてきま

した。

　また、ＺＥＨには標準装備が求められるホーム・エネルギー・マネージメント・システム（以下ＨＥＭＳ（ヘム

ス））と家族が所有するスマートフォンを連携させて、エアコンや給湯器を外出先からコントロールできるように

なってきました。その機能やかねてより研究を進めております指の静脈認証を用いた住宅のセキュリティーシステム

を活かし、家族の見守りなど安心安全な暮らしのサポートに結び付けられるよう取り組んでおります。

 

(5）中長期的な研究開発に向けての取り組み

　収益の最大化に向けて施工システムやＣＡＤシステムの改革によるＳｘＬ構法の普及拡大と未来型のスマートハウ

ス関連技術に取り組んでまいります。

　ヤマダ電機グループとして売上拡大を目指していく中で、独自のＳｘＬ構法はお客様にとっての付加価値増大と自

社工場での生産性向上による収益性確保が必須となります。ＳｘＬ構法の工場生産化率を極限まで上げ品質向上と工

期短縮化を推進し、戸建のみならず賃貸住宅や非住宅への導入を目指します。また、エネルギー問題、少子高齢化問

題、ストレス社会問題を抱える我が国の住宅にとって、健康、快適、経済性を併せ持ったスマートハウスが必須に

なってくると思われます。家電業界、ＩＴ業界、医学界等とのコラボレーションにより、エネルギーの自給自足、我

慢するのではない心地よい省エネ、癒しによるストレスリセットを可能にする未来型スマートハウスの研究開発に取

り組んでまいります。拡大するリフォーム市場においてはスマートハウス化、長期優良住宅化が求められており、独

自技術が活用できる研究開発にも取り組んでまいります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表作成にあたって以下の重要な会計方針が当社グループの重要な判断と見積りに大きな

影響を及ぼすと考えております。

 

①貸倒引当金

　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が、相手先の財務状況が悪化し、

その支払能力が低下した場合には引当金の追加が必要となる可能性があります。

 

②完成工事補償引当金

　引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修費の支出に備えるため、実績に基づく

計算方法にて発生見込額を計上しておりますが、実際の補償費及び補修費が見積りと異なる場合、見積額の修

正が必要となる可能性があります。

 

③退職給付費用

　従業員の退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されておりますが、こ

れらの前提条件（割引率他）が実際の結果と異なる場合、または前提条件が変更された場合には、将来におい

て認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼす可能性があります。

 

④有価証券の減損処理

　時価のあるものについては、決算日の市場価格等に基づく時価により評価することにしており、時価が取得

原価に比べて50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落した場合は個別に時価の回復可能性を判定し

て、回復可能性がないものについては減損を認識することにしております。また、時価のないものについて

は、それらの会社の純資産額が、欠損により50％以上下落した場合に減損を計上しておりますが、将来の市況

悪化または投資先の業績不振により、評価損の計上が必要となる可能性があります。

 

⑤たな卸資産の減損処理

　たな卸資産の評価方法は、主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）により評価しており、正味売却価額が帳簿価額に比べ下落した場合に評価損を計上して

おりますが、不動産市況の動向により、評価損の計上が必要となる可能性があります。

 

⑥固定資産の減損処理

　固定資産のうち、事業用資産については各事業所単位で、賃貸用資産及び遊休資産については各物件単位で

資産のグルーピングを行っており、帳簿価額に対し時価が著しく下落している賃貸用資産、遊休資産または営

業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている事業用資産については帳簿価額を回収可能価額にまで

減額し、当該減少額を減損損失として計上しておりますが、営業活動から生ずる損益及び不動産市況の動向に

より、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
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(2）当連結会計年度の経営成績の分析

①売上高

　当連結会計年度の売上高は、477億２千３百万円となりました。

　セグメント売上高は以下のとおりであります。

当社グループの主力事業である住宅事業につきましては、創業者小堀林衛氏の“住まいの哲学”による思

いを全社員が共有し、設計力・デザイン力・提案力を活かした商品戦略により拡販を図りました。「小堀ブラ

ンド」の構築に向けた、ブランドイメージの向上に努め、研究を重ねて心で築く「研築」の精神に基づくコン

サルティングサービスを強化してまいりました。

主力商品であるパネル住宅では、２階建て住宅「New Authent（ニューオーセント）」、３階建て住宅

「yutoRino（ユトリノ）」を主軸として各種キャンペーンの実施とともに受注強化を図り、当社のメインター

ゲットである中高級層への訴求を強化してまいりました。

また、日本人の感性に共鳴する“かたちの本質”（essence of shape）を追求した住まい[ｅｓ.]（エス）

の販売を開始いたしました。企業建築家集団「小堀の住まい設計工房」監修によってディティールに徹底して

こだわり設計デザインされた[ｅｓ.]は、シンプルで洗練された美しさをもつ65周年記念モデルとして販売を

強化してまいりました。以上の結果、住宅事業の受注は前年同期と比較し順調に推移いたしましたが、期初受

注残の不足などの影響により、売上高は375億５千４百万円（前期比3.1％減）となりました。

リフォーム事業につきましては、オーナー様を対象とした自社物件の受注活動、他社施工物件の受注活動、

ヤマダ電機店舗内「トータルスマニティライフコーナー」を経由した営業活動の３基軸での事業展開を行いま

した。しかしながら、前年同期において消費増税の駆け込みによって売上が集中したこと、オーナー様への太

陽光発電の販売が一巡したことなどの影響から、売上高は94億９百万円（前期比22.8％減）となりました。

不動産賃貸事業につきましては、サブリース案件の増加や入居率の改善により、売上高は５億３千９百万

円(前期比5.0％増)となりました。

　その他につきましては、つくば工場、山口工場のメガソーラーシステムに加え、一部の拠点に太陽光パネル

を設置したことなどにより、売電による売上高は１億４千２百万円(前期比1.5％増)となりました。また、保

険については、平成27年10月より長期火災保険の販売ができなくなったことから、火災保険加入数は期末にか

け減少傾向にあり、売上高は７千７百万円（前期比0.7％減）となりました。

 

②売上原価、販売費及び一般管理費

　売上原価は382億９千２百万円となり、原価低減に努めた結果、前連結会計年度に比べ39億３千７百万円減

少し、売上原価率は前連結会計年度に比べ1.5ポイント減少し、80.2％となりました。

　販売費及び一般管理費は89億７千８百万円となり、各種経費節減の効果が表れた結果、前連結会計年度に比

べ17億１千７百万円減少し、売上高に対する割合は前連結会計年度に比べ、1.9ポイント減少し、18.8％とな

りました。

 

③営業利益（損失）

　営業損益は、４億５千２百万円の利益となり、売上原価、販売費及び一般管理費の減少等により、前連結会

計年度に比べ17億２千７百万円の改善となりました。

 

④営業外収益（費用）

　営業外収益は、前連結会計年度に比べ１千８百万円増加し、営業外費用は支払利息の減少等により、前連結

会計年度に比べ４千６百万円減少しました。その結果、営業外収益から営業外費用を差引いた営業外損益は、

△２千８百万円となりました。

 

⑤特別利益（損失）

　特別利益は、賃貸不動産等の売却による固定資産売却益により４千２百万円となりました。また、特別損失

は減損損失（５千６百万円）及び事業構造改善費用（２千７百万円）等により、８千７百万円となりました。

 

⑥当期純利益

　以上により、税金等調整前当期純利益は３億７千８百万円となりました。また、当期純利益は２億７千８百

万円となりました。また、１株当たりの当期純利益金額は1.36円となりました。

 

 

EDINET提出書類

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(E00170)

有価証券報告書

17/87



(3）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで27億４千１百万円（前連結会計年度は６億

１千１百万円）となりました。これは主に、分譲物件の売上増によるたな卸資産の減少（30億７千４百万円）等

によるものであります。

　　投資活動によるキャッシュ・フローは１億４千万円となりました。これは主に、展示場等の有形固定資産の取

得による支出（△２億３千７百万円）、賃貸物件等の有形固定資産の売却による収入（４億８千２百万円）等に

よるものであります。

　　財務活動によるキャッシュ・フローは△21億４千８百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減（△

19億９千万円）があったことによるものであります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループは主に販売体制の強化を目的とした設備投資を行っており、当連結会計年度は総額２億９千４百万円

を実施しました。設備投資の金額には無形固定資産に対する投資額が含まれております。なお、当連結会計年度にお

いて、減損損失５千６百万円を計上しております。減損損失の内容については、「第５経理の状況　１連結財務諸表

等　(1）連結財務諸表　注記事項（連結損益計算書関係）　※４減損損失」に記載のとおりであります。

セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。

 

(1）住宅事業

当連結会計年度は２億８千９百万円の設備投資を行い、その主なものは、当社における展示場の取得、及び社有車

両の取得であります。また、展示場の売却、及びセール＆リースバック契約に伴う社有車両の売却により、固定資産

売却益を２千１百万円計上しております。

(2）リフォーム事業

　当連結会計年度における設備投資はありません。

(3）不動産賃貸事業

　当連結会計年度における重要な設備投資はありません。また、賃貸物件「土浦パワーセンター」等の売却により、

固定資産売却益を２千１百万円計上しております。

 

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社

（平成28年２月29日現在）
 

事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(人)

建物及び構
築物

機械装置及
び運搬具

土地
(面積千㎡)

リース資産 その他 合計

滋賀物流センター

（滋賀県湖南市）
住宅事業 物流倉庫 46 －

150

(7)
－ － 197

－

[－]

つくば工場・物流セン

ター（茨城県つくば市）
住宅事業

パネル生産

設備・

物流倉庫

507 －
908

(45)
－ － 1,416

－

[－]

山口工場・物流センター

（山口県山口市）
住宅事業

パネル生産

設備・

物流倉庫

304 －
832

(59)
－ － 1,136

－

[－]

本社

（大阪市北区）
全社資産

統括業務

施設
0 － － － － 0

47

[2]

東京支店他

（東京都品川区他）
住宅事業 販売設備 90 1

221

(4)
59 57 430

1,082

[86]

賃貸用不動産

（大阪市北区他）

不動産賃

貸事業

賃貸倉庫・

賃貸戸建住宅・

賃貸マンション

1,218 －
4,389

(50)
223 0 5,832

－

[－]

厚生施設

（茨城県つくば市他）
住宅事業

宿舎・

福利厚生施設
63 －

57

(1)
－ － 120

－

[－]

メガソーラー設備

（茨城県つくば市他）
その他

太陽光発電設

備
1 288 － 352 － 642

－

[－]

 

(2）国内子会社

（平成28年２月29日現在）
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
(人)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

エス・バイ・エル

住工㈱

つくば工場他製造工場

１ヶ所

（茨城県つくば市他）

住宅事業 パネル生産設備 2 0 － 0 3
87

[8]
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（注）１．帳簿価額のうち、その他は工具・什器備品及び建設仮勘定であります。なお金額には消費税等は含めておりま

せん。

２．提出会社のつくば工場及び山口工場の土地及び建物をエス・バイ・エル住工（株）に一括貸与しております。

３．提出会社の賃貸用不動産の主なものは、滋賀物流倉庫の土地、建物４億２千４百万円、賃貸用マンションの土

地、建物等32億３千５百万円及び定期借地権土地20億４千９百万円であります。

４．リース契約による賃借設備のうち主なものは次のとおりであります。

提出会社

（平成28年２月29日現在）

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容 契約期間
年間リース料
（百万円）

賃貸用不動産

（滋賀県草津市）
不動産賃貸事業 賃貸マンション 29年11ヶ月 22

メガソーラー設備

（山口県山口市）
その他 太陽光発電設備 10年 38

 

５．上記の他、主要な賃借契約により使用する設備として次のものがあります。

提出会社

（平成28年２月29日現在）

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容 契約期間
年間賃借料
（百万円）

本社

（大阪市北区）
全社資産 統括業務施設 ２年 91

 

６．従業員数の［　］は、臨時従業員を外書きしております。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

特記事項はありません。
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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 300,000,000

計 300,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成28年２月29日）

提出日現在発行数
（株）

（平成28年５月27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 204,018,184 204,018,184
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数1,000株

計 204,018,184 204,018,184 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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23年10月12日

（注）１

35,000,000 203,515,184 1,085 9,053 1,085 1,085

平成23年４月１日

～

平成24年２月29日

（注）２

230,000 203,745,184 7 9,060 7 1,092

平成24年３月１日

～

平成25年２月28日

（注）２

137,000 203,882,184 4 9,064 4 1,096

平成25年３月１日

～

平成26年２月28日

（注）２

136,000 204,018,184 4 9,068 4 1,100

　 （注） １． 有償第三者割当による増加であります。

　　 　  割当先　株式会社ヤマダ電機、発行価額　62円、資本組入額　31円

　  　　 ２． 新株予約権の行使による増加であります。
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（６）【所有者別状況】

平成28年２月29日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外  個人

株主数（人） － 23 43 111 42 4 10,200 10,423 －

所有株式数

（単元）
－ 11,074 5,914 113,600 2,748 76 70,230 203,642 376,184

所有株式数の

割合（％）
－ 5.44 2.90 55.78 1.35 0.04 34.49 100.00 －

　（注）自己株式79,425株は、「個人その他」の欄に79単元、「単元未満株式の状況」の欄に425株含まれております。

 

（７）【大株主の状況】
 

  平成28年２月29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(％）

株式会社ヤマダ電機 群馬県高崎市栄町1番1号 105,650 51.78

キシシタ建資株式会社 兵庫県西宮市与古道町2番30号 2,605 1.28

株式会社ＬＩＸＩＬ 東京都江東区大島2丁目1-1 2,546 1.25

カブドットコム証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目3番2号 1,825 0.89

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 1,451 0.71

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町2丁目11番3号 1,413 0.69

榊原三郎 横浜市 1,207 0.59

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口１）
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,194 0.59

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口５）
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,185 0.58

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口６）
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,169 0.57

計 － 120,245 58.94

（注）　上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,374千

株であります。
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年２月29日現在
 

区分 株式数（株）
議決権の数
（個）

内容

無議決権株式 － － －

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） 普通株式 　　　79,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 203,563,000 203,563 －

単元未満株式 普通株式     376,184 － －

発行済株式総数 204,018,184 － －

総株主の議決権 － 203,563 －

 

②【自己株式等】

平成28年２月29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（％）

株式会社ヤマダ・

エスバイエルホーム

大阪市北区天満橋

一丁目８番30号
79,000 － 79,000 0.04

計 － 79,000 － 79,000 0.04

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 7,790 727,116

当期間における取得自己株式 1,607 129,493

（注）当期間における取得自己株式には、平成28年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 79,425 － 81,032 －

（注）当期間における保有自己株式数には、平成28年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

による株式は含まれておりません。

３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要政策のひとつと考えており、業績に応じた適正な成果の配分を行

うことを基本としております。この方針のもと、配当につきましては安定配当を基本とし、期毎の収益状況、配当性

向等を勘案して、利益処分を実施していきたいと考えております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度は、利益剰余金がマイナスとなっていることから、無配とさせていただきます。

　今後は、抜本的な構造改革により、適正規模のもとで安定的な収益を見込める事業構造、経営体制を確立すること

で、早期の復配を目指す所存であります。

　当社は、「取締役会の決議によって、毎年８月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定

めております。
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期

決算年月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月 平成27年２月 平成28年２月

最高（円） 217 233 216 130 122

最低（円） 48 107 109 88 61

　（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

２．第61期は、決算期変更により平成23年４月１日から平成24年２月29日までの11ヶ月間となっております。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成27年９月 平成27年10月 平成27年11月 平成27年12月 平成28年１月 平成28年２月

最高（円） 87 91 90 88 84 79

最低（円） 78 81 83 77 66 61

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性14名　女性0名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(千株)

取締役会長

(代表取締役)
 山田　　昇 昭和18年２月11日生

 
昭和59年６月 株式会社ヤマダ電機代表取締役社長

平成20年６月 同社代表取締役会長兼代表執行役員Ｃ

ＥＯ

平成25年６月 同社代表取締役社長兼代表執行役員Ｃ

ＥＯ

平成28年４月 同社代表取締役会長兼取締役会議長

（現任）

平成28年５月 当社代表取締役会長（現任）
 

注５ －

取締役社長

(代表取締役)
営業本部長 長野　純一 昭和38年７月10日生

 
平成21年４月 タマホーム株式会社取締役営業本部長

平成26年７月 同社常務取締役住宅関連事業本部長

平成26年10月 株式会社ヤマダ電機入社

平成27年１月 同社住宅事業推進室副室長（現任）

平成27年１月

 

当社執行役員ＳＸＬ改革プロジェクト

室長

平成27年５月 当社代表取締役社長（現任）
 

注３ 6

取締役

生産本部長

兼特販営業統

括部長

宮原　年明 昭和37年１月１日生

 
平成17年11月 株式会社ヤマダ電機入社

平成24年６月 同社執行役員常務

平成25年３月 当社専務執行役員営業本部長

平成25年５月 当社専務取締役営業本部長

平成27年７月 当社取締役生産本部長特建統括部長

平成28年４月 当社取締役生産本部長兼特販営業統括

部長（現任）
 

注３ 18

取締役

特販営業副統

括部長兼不動

産部長

佐藤　利幸 昭和33年12月14日生

 
平成21年４月 株式会社ヤマダ電機商品統括部カー用

品・自転車商品部長

平成23年６月 同社執行役員常務

平成23年12月 当社取締役

平成24年３月 株式会社ヤマダ電機法人事業本部ス

マートグリッド事業部スマートハウス

推進室長執行役員常務

平成25年７月 当社執行役員常務

平成26年３月 当社執行役員常務兼営業副本部長

平成26年５月 当社常務取締役営業副本部長

平成27年７月 当社取締役分譲部長兼不動産管理部長

平成28年４月 当社取締役特販営業副統括部長兼不動

産部長（現任）
 

注３ 2

取締役
西部支店統括

部長
早川　芳明 昭和39年４月29日生

 
昭和63年４月 当社入社

平成20年４月 当社三重支店長

平成21年４月 当社名古屋支店長

平成24年３月 当社奈良支店長

平成25年３月 当社東海支店長

平成25年９月 当社東海ブロック長

平成26年３月 当社執行役員西部支店統括部長

平成27年５月 当社取締役西部支店統括部長（現任）
 

注３ 5

取締役
東部支店統括

部長
小林　祥哲 昭和39年６月15日生

 
昭和63年４月 当社入社

平成18年４月 当社大宮支店長

平成19年10月 当社関東ブロック長兼千葉支店長

平成24年６月 当社京都支店長

平成25年３月 当社西部支店統括部長

平成25年９月 当社近畿ブロック長

平成26年３月 当社執行役員東部支店統括部長

平成27年５月 当社取締役東部支店統括部長（現任）
 

注３ 21
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(千株)

取締役  増田　文彦 昭和35年４月16日生

 
平成９年６月 株式会社ナック取締役

平成14年２月 タマホーム九州株式会社（現株式会社

レオハウス）取締役

平成17年６月 タマホーム東北株式会社代表取締役

平成19年８月 タマホーム株式会社取締役

平成20年１月 同社常務取締役（戦略・戦術担当）

平成23年６月 同社専務取締役法人事業本部本部長

平成25年11月 株式会社ヤマダ電機入社

平成26年１月 株式会社ヤマダ・ウッドハウス代表取

締役社長（現任）

平成27年１月 株式会社ヤマダ電機住宅事業推進室室

長（現任）

平成27年１月 当社執行役員

平成27年５月 当社取締役（現任）
 

注３ －

取締役  新井　　仁 昭和35年８月26日生

 
平成８年６月 株式会社ヤマダ電機取締役管理本部副

本部長兼財務部長

平成24年４月 同社執行役員常務管財本部管理部長

平成25年５月 同社執行役員管財本部管理室長

平成27年５月 同社執行役員管財本部副本部長兼管理

室長

平成28年４月 同社執行役員管財本部副本部長兼管理

室長兼関係会社管理室長兼ＳＸＬ・

ウッドハウス・ハウステック事業管理

部長（現任）

平成28年５月 当社取締役（現任）
 

注５ －

取締役  明石　裕士 昭和25年５月21日生

 
昭和48年４月 野村證券株式会社入社

平成12年６月 株式会社オー・ド・ヴィー取締役

平成13年10月 株式会社オー・ド・ヴィー取締役社長

平成16年７月 株式会社アイパワースポーツ取締役

平成18年７月 株式会社ニュース取締役

平成23年４月 ベアリング・プライベート・エクイ

ティ・アジアアドバイザー

平成28年５月 当社取締役（現任）
 

注５ －

取締役  行方　茂男 昭和34年12月19日生

 
昭和59年４月 株式会社富士銀行入行

平成10年10月 同行総合企画部調査役

平成16年７月 株式会社みずほ銀行ビジネスソリュー

ション部調査役

平成20年７月 なめかた司法書士事務所代表（現任）

平成20年９月 株式会社ＳＩＣ監査役

平成28年５月 当社取締役（現任）
 

注５ －

常勤監査役  木下　伸路 昭和38年６月12日生

 
昭和62年４月 当社入社

平成16年７月 当社経営企画部長

平成20年４月 当社関連事業グループ長

平成20年６月 当社関連事業グループ長兼コングロエ

ンジニアリング株式会社取締役

平成21年６月 当社関連事業グループ長兼エス・バ

イ・エル沖縄株式会社代表取締役社長

平成22年10月 当社内部監査室長

平成26年３月 当社経営企画室長兼内部監査室長

平成28年４月 当社法務・内部監査室長

平成28年５月 当社常勤監査役（現任）
 

注６ 12
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(千株)

監査役  五十嵐　誠 昭和39年８月４日生

 
平成８年４月 株式会社ヤマダ電機経理部長

平成11年６月 同社取締役

平成13年４月 同社常務取締役

平成15年５月 同社専務取締役

平成19年６月 同社取締役専務執行役員管財本部長兼

関係会社管理室長

平成20年６月 同社取締役兼執行役員専務海外事業戦

略室長

平成24年４月 同社取締役兼執行役員専務管財本部長

ＣＦＯ

平成24年５月 株式会社マツヤデンキ代表取締役

株式会社星電社代表取締役

平成25年６月 株式会社ヤマダ電機取締役兼執行役員

常務管財本部長ＣＦＯ

平成26年５月 当社監査役（現任）

平成26年６月 株式会社ヤマダ電機監査役（現任）
 

注４ －

監査役  迫田　清己 昭和28年５月15日生

 
昭和51年11月 新和監査法人（現有限責任あずさ監査

法人）入社

昭和55年３月 公認会計士登録

昭和58年９月 税理士登録

昭和59年10月 迫田清己公認会計士税理士事務所（現

迫田清己公認会計士事務所）所長（現

任）

平成15年７月 栄監査法人代表社員（現任）

平成27年２月 当社仮監査役

平成27年５月 当社監査役（現任）

平成27年６月 智創税理士法人代表社員（現任）
 

注４ －

監査役  山嵜　一夫 昭和24年５月７日生

 
昭和48年４月 毎日新聞社入社

平成18年６月 同社執行役員大阪本社副代表　代表室

長

平成19年６月 同社常務執行役員大阪本社副代表

平成20年６月 同社取締役社長室長コンプライアンス

担当、広報担当

平成23年６月 毎日新聞グループホールディングス取

締役専務執行役員

平成26年６月 同社常勤顧問（現任）

平成26年７月 株式会社チエノバ代表取締役社長（現

任）

平成28年５月 当社監査役（現任）
 

注６ －

計 67

　（注）１．取締役　明石裕士及び取締役　行方茂男は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社

外取締役（会社法第２条第15号）であります。

　　　　２．監査役　迫田清己及び監査役　山嵜一夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社

外監査役（会社法第２条第16号）であります。

　　　　３．平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　４．平成27年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　　　なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時まで

となります。

　　　　６．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　７．所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質を記載しております。なお、本有価証券報告書提

出日現在（平成28年５月27日）における持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年４月

末日現在の実質株式数を記載しております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

 ①企業統治の体制

　イ．企業統治の体制の概要

　　当社は、創業者が提唱した住まいづくりの精神である『住まいの哲学』を当社の『原点』と位置付け、「日本の伝

統・感性を継承し、気候風土に最適な機能を備えた美しい住まいを提供し続ける」という方針に則り、あらゆるス

テークホルダーの信頼を高める観点から、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置付けて、経営の

透明性と信頼性の確保に努め、企業価値の拡大に向け、的確かつ機動的に対応できるようにしております。

 

　ロ．企業統治の体制を採用する理由

　　現状の体制において、業務の意思決定・執行及び監督について、十分な執行・監督体制を構築しているものと考

え、採用しております。今後においても、更なるリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るた

め、以下の体制を採用しております。

　

 ハ．内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備

　 　経営上の意思決定、執行及び監督に係る組織は、以下のとおりであります。

　　　取締役会　：　当社は取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任は、議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半

数をもって行うこと及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

　　　　　　　　　 取締役会は平成28年５月27日現在取締役10名（うち、社外取締役２名）で構成しております。当

社の取締役会は原則月２回開催し、取締役会規則に基づき、法令や定款に定められた事項や経営に

関する重要な事項について意思決定を行っております。

　　　　　　　　　　なお、当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定

めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円

滑な運営を行うことを目的としております。

 　　監査役会　：　当社は監査役制度を採用しております。平成28年５月27日現在、４名の監査役（うち、社外監査

役２名）で監査役会を構成しております。なお、社外監査役と当社とは取引等の利害関係はありま

せん。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、監査役会が定めた監査の方針、業務の分

担等に従い取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況について監査を行うととも

に内部監査部門であり、コンプライアンス統括部門である法務・内部監査室と連携し、支店・営業

所での現地監査等を行っております。また、監査役は会計監査人と相互に連携し、監査計画や監査

状況等について定期的に情報交換を行っております。

　　　経営会議　：　業務執行取締役、執行役員、及び経営会議が指名した者をもって構成し、取締役会の付議事項に

関する事前審議ならびに経営に関する重要事項を決定することを主たる任務としております。（決

定した事項のうち、法令や定款に定められた事項及び取締役会規則で定める取締役会決議事項につ

いては取締役会に上程します。）

　　　内部監査  :　内部監査は、業務執行組織から独立した法務・内部監査室を設置し、業務の執行状況等について

コーポレート・ガバナンスの充実の観点から監査・指導を行うとともに、経営陣に対して報告、提

言を行っております。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するた

めの体制について、次のとおり決定しております。

「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」、「会社並びに親会社及

び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」については、「ヤマダ・エスバイエルホーム

グループ企業行動憲章」、「コンプライアンス規程」、「ヤマダ・エスバイエルホームコンプライアンス行動規準」

をもって、法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすための基本原則としております。

また、重要な法的課題及びコンプライアンスに係る事象については法務コンプライアンス担当部署が、外部弁護士

に相談し、必要な検討を実施しております。また、会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題につ

いて随時相談・検討しております。

当社は、事業を取り巻く様々なリスクに対して、的確な管理・実践を可能にすることを目的に「リスク管理規程」

を定め、管理・運用しており、内部監査機能を強化するため、独立した組織として、法務・内部監査室を置いており

ます。

また、「ヤマダ・エスバイエルホームグループ内部通報規程」を整備し、組織的又は個人的な法令違反行為等に関

する相談又は通報の適切な処理の仕組みを定めることにより、当社の業務に関する法令違反等のリスクを未然に防止

し、かつ、良好な職場秩序を維持することによって、顧客及び取引先の信頼を確保するため、あらゆるリスクの早期

発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化を図っております。

 

ニ．社外取締役及び社外監査役の責任限定

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、それぞれ１百万円

以上であらかじめ定めた金額または法令が定める額のいずれか高い額としております。

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は２名であります。独立性を保ち中立の立場から客観的に取締役会へ意見を述べていただくこと

を目的に社外取締役を選任しております。社外取締役明石裕士氏は、大手証券会社の法人部門や外資系投資ファンド

での経験から、企業統治について造詣が深く、べンチャー企業では取締役としてその実践を行ってこられました。ま

た、幅広い業界で営業担当役員の経験を積まれていることから、当社の経営に有益なご意見や指摘をいただけるもの

と判断し、社外取締役として選任しています。社外取締役行方茂男氏は、大手金融機関での経験、また司法書士事務

所代表としての豊富な経験に基づき、当社に有益なご意見や指摘をいただけるものと判断し、社外取締役として選任

しています。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

当社の社外監査役は２名であります。独立性を保ち中立の立場から客観的に監査を実施していただくことを目的に

社外監査役を選任しております。社外監査役迫田清己氏は、迫田清己公認会計士税理士事務所所長であり、栄監査法

人代表社員及び智創税理士法人代表社員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。山嵜一夫氏

は、大手新聞社の記者として、また経営者としての豊富な経験を当社の監査に反映していただけると判断し、社外監

査役として選任しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

また、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありま

せんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職

務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

　③会計監査の状況

　　業務を執行した公認会計士の氏名、及び所属する監査法人名

公認会計士氏名等 所属する監査法人名

指定社員

業務執行社員

原　田　大　輔
有限責任 あずさ監査法人

堀　内　計　尚

　　監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士　　７名

　　その他　　　　６名
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　④役員報酬等

　イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　　　役員報酬

役員区分

 

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の金額(百万円) 対象となる

役員の員数

(人)基本報酬
ストック・

オプション
賞与 退職慰労金

　取締役

(社外取締役を除く)
　58 　58 　　　－ 　　　－ 　　　－ 7

　監査役

(社外監査役を除く)
　　 　　7  　 7 　　　－ 　　　－ 　　　－ 1

　社外役員 　　　　　3 　3 　　　－ 　　　－ 　　　－ 1

 

　ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　　　取締役の報酬限度額は、平成21年６月26日開催の第58回定時株主総会において、取締役 年額 150百万円（ただ

し、使用人分報酬は含まない。）、監査役の報酬限度額は、平成20年６月27日開催の第57回定時株主総会におい

て、年額 30百万円と決議いただいております。

 

⑤株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

　 　 銘柄数　　　　　　　４銘柄

　 　 貸借対照表計上額　　74百万円

 

ロ．保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　 前事業年度

　 　 保有目的が純投資以外の目的である投資株式全てが非上場株式のため該当事項はありません。

　 当事業年度

　 　 保有目的が純投資以外の目的である投資株式全てが非上場株式のため該当事項はありません。

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当

事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

   前事業年度

　　 保有目的が純投資目的である投資株式がないため該当事項はありません。

   当事業年度

     保有目的が純投資目的である投資株式がないため該当事項はありません。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 27 － 28 －

連結子会社 － － － －

計 27 － 28 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

　当社の公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数及び監査内容等の要素を勘案して適

切に決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に準処して作成し、「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。

 

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第２条

の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により作成しております。

 

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成27年３月１日から平成28年２

月29日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）の財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財

団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構等が主催する各種研修等に参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,091 2,824

受取手形・完成工事未収入金等 6,677 6,774

未成工事支出金 679 506

販売用不動産 ※５,※６ 8,876 ※５,※６ 6,030

仕掛販売用不動産 290 267

材料貯蔵品 317 281

繰延税金資産 19 16

その他 462 428

貸倒引当金 △78 △100

流動資産合計 19,337 17,029

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※１,※５,※６ 8,303 ※１ 7,941

機械装置及び運搬具 790 730

土地 ※１,※２,※５,※６ 6,813 ※１,※２,※５,※６ 6,567

リース資産 872 885

建設仮勘定 2 57

その他 652 640

減価償却累計額 △7,109 △7,032

有形固定資産合計 10,325 9,790

無形固定資産 14 102

投資その他の資産   

投資有価証券 75 74

長期貸付金 334 317

繰延税金資産 9 7

その他 1,366 1,333

貸倒引当金 △645 △607

投資その他の資産合計 1,140 1,125

固定資産合計 11,480 11,018

資産合計 30,817 28,047
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,059 6,484

短期借入金 2,890 －

関係会社短期借入金 － ※１ 900

未払法人税等 108 91

未成工事受入金 1,403 1,605

賞与引当金 61 56

完成工事補償引当金 233 192

工事損失引当金 3 14

その他 2,074 1,569

流動負債合計 13,836 10,915

固定負債   

関係会社長期借入金 ※１ 10,000 ※１ 10,000

リース債務 1,017 856

繰延税金負債 7 8

再評価に係る繰延税金負債 ※２ 114 ※２ 104

退職給付に係る負債 332 395

資産除去債務 241 234

その他 1,180 1,152

固定負債合計 12,894 12,752

負債合計 26,731 23,667

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,068 9,068

資本剰余金 1,100 1,100

利益剰余金 △6,315 △6,038

自己株式 △9 △9

株主資本合計 3,844 4,120

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14 18

土地再評価差額金 ※２ 207 ※２ 220

退職給付に係る調整累計額 △17 △19

その他の包括利益累計額合計 205 219

少数株主持分 37 40

純資産合計 4,086 4,380

負債純資産合計 30,817 28,047
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

売上高 51,650 47,723

売上原価 ※６ 42,229 ※６,※７ 38,292

売上総利益 9,421 9,431

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 10,696 ※１,※２ 8,978

営業利益又は営業損失（△） △1,275 452

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 1 1

受取賃貸料 50 52

受取手数料 15 14

解約金収入 6 13

助成金収入 7 15

その他 32 34

営業外収益合計 119 138

営業外費用   

支払利息 144 127

賃貸収入原価 33 30

その他 36 9

営業外費用合計 214 167

経常利益又は経常損失（△） △1,369 423

特別利益   

固定資産売却益 ※３ 18 ※３ 42

特別利益合計 18 42

特別損失   

固定資産除却損 0 －

減損損失 ※４ 4,333 ※４ 56

事業構造改善費用 ※５ 180 ※５ 27

その他 6 3

特別損失合計 4,520 87

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
△5,871 378

法人税、住民税及び事業税 117 91

法人税等調整額 △298 5

法人税等合計 △181 96

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△）
△5,689 281

少数株主利益 7 3

当期純利益又は当期純損失（△） △5,697 278
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【連結包括利益計算書】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△）
△5,689 281

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 3

土地再評価差額金 － 11

退職給付に係る調整額 △7 △1

その他の包括利益合計 ※ △5 ※ 12

包括利益 △5,695 294

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △5,703 291

少数株主に係る包括利益 7 3
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

    （単位：百万円）

 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

当期首残高 9,068 1,100 △938 △8 9,221

会計方針の変更による累積
的影響額

－ － － － －

会計方針の変更を反映した当
期首残高

9,068 1,100 △938 △8 9,221

当期変動額      

当期純損失（△）   △5,697  △5,697

土地再評価差額金の取崩   320  320

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － △5,377 △0 △5,377

当期末残高 9,068 1,100 △6,315 △9 3,844

 

       

 その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 13 528 － 541 29 9,792

会計方針の変更による累積
的影響額

－ － △9 △9 － △9

会計方針の変更を反映した当
期首残高

13 528 △9 531 29 9,782

当期変動額       

当期純損失（△）      △5,697

土地再評価差額金の取崩      320

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

1 △320 △7 △325 7 △318

当期変動額合計 1 △320 △7 △325 7 △5,695

当期末残高 14 207 △17 205 37 4,086
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当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

    （単位：百万円）

 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

当期首残高 9,068 1,100 △6,315 △9 3,844

当期変動額      

当期純利益   278  278

土地再評価差額金の取崩   △1  △1

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 276 △0 276

当期末残高 9,068 1,100 △6,038 △9 4,120

 

       

 その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 14 207 △17 205 37 4,086

当期変動額       

当期純利益      278

土地再評価差額金の取崩      △1

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

3 12 △1 14 3 17

当期変動額合計 3 12 △1 14 3 293

当期末残高 18 220 △19 219 40 4,380
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29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（△）
△5,871 378

減価償却費 688 239

減損損失 4,333 56

引当金の増減額（△は減少） 57 △18

受取利息及び受取配当金 △8 △7

支払利息 144 127

売上債権の増減額（△は増加） △1,060 △96

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,832 3,074

仕入債務の増減額（△は減少） 239 △575

未成工事受入金の増減額（△は減少） △864 201

その他 320 △414

小計 813 2,965

利息及び配当金の受取額 7 6

利息の支払額 △138 △125

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △70 △105

営業活動によるキャッシュ・フロー 611 2,741

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △670 △237

有形固定資産の売却による収入 143 482

長期貸付金の回収による収入 8 16

その他 △39 △120

投資活動によるキャッシュ・フロー △559 140

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） △10,820 △1,990

長期借入れによる収入 10,000 －

セール・アンド・リースバックによる収入 425 －

リース債務の返済による支出 △324 △158

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △718 △2,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △666 732

現金及び現金同等物の期首残高 2,758 2,091

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,091 ※１ 2,824

 

EDINET提出書類

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(E00170)

有価証券報告書

39/87



【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数　4社

連結子会社名は、「第１　企業の概況　４．関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

 

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての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。

 

３．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

イ　有価証券

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

ロ　たな卸資産

未成工事支出金

…個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

販売用不動産

…個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛販売用不動産

…個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

材料貯蔵品

…主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

建物……定額法

その他…定率法

（ただし、エス・バイ・エル住工㈱は定額法）

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　２～38年

機械装置及び運搬具　４～17年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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。
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(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　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。

ロ　賞与引当金

　連結子会社は従業員の賞与の支給に備えるため翌連結会計年度の支給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき金額を計上しております。

ハ　完成工事補償引当金

　引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修費の支出に備えるため、完成工事高

及び分譲建物売上高に過去の一定期間における瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修費の

実績から算出した実績率を乗じた発生見込額を計上しております。

ニ　工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引渡工事のうち損失の発生が見込

まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。

 

(4）退職給付に係る会計処理の方法

イ　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定方式によっております。

ロ　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における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按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

 

(5）重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

ロ　その他の工事

　工事完成基準

 

(6）重要な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、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。

 

(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、随時引き出し可能な預金及び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か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。

 

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

ロ　連結納税制度の適用

　　連結納税制度を適用しております。
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（未適用の会計基準等）

・「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）

・「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）

・「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成25年９月13日）

・「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 平成25年９月13

日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成25年９月13日）

 

(1）概要

　子会社株式の追加取得等において、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、取得

関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更並びに暫定的な会計処理の確

定の取扱い等について改正されました。

 

(2）適用予定日

　平成29年２月期の期首から適用します。なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、平成29年２月期の

期首以降実施される企業結合から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　連結財務諸表に与える影響については、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 

 

（表示方法の変更）

（退職給付関係）

　「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日）の改正に伴い、複

数事業主制度に基づく退職給付に関する注記の表示方法を変更し、前連結会計年度の連結財務諸表の組換えを行って

おります。

　なお、連結財務諸表の組換えの内容及び連結財務諸表の主な項目に係る前連結会計年度における金額は当該箇所に

記載しております。
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（連結貸借対照表関係）

　※１　担保提供資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

建物及び構築物 2,132百万円 1,996百万円

土地 5,930 5,884

計 8,063 7,880

 

 上記の建物及び構築物、並びに土

地については、当社と金融機関との

当座貸越契約の極度額15,000百万円

分（借入実行残高2,490百万円）に

対して株式会社ヤマダ電機が行って

いる保証及び株式会社ヤマダ電機か

らの借入金（10,000百万円）に対し

て担保提供されております。

　また、そのうち土地110百万円に

ついては、顧客の住宅ローン70百万

円を担保するための物上保証にも供

されております。

 

 上記の建物及び構築物、並びに土

地については、当社と金融機関との

当座貸越契約の極度額15,000百万円

分（借入実行残高はなし）に対して

株式会社ヤマダ電機が行っている保

証及び株式会社ヤマダ電機からの借

入金（10,900百万円）に対して担保

提供されております。

　また、そのうち土地118百万円に

ついては、顧客の住宅ローン61百万

円を担保するための物上保証にも供

されております。

 

 

 ※２　事業用土地の再評価

 当社において「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　・再評価の方法 …「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定

める当該事業用土地の近隣の地価公示法（昭和44年法律第49号）第６条に規定する標準地につ

いて同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法によっておりま

す。

　・再評価を行った年月日 … 平成14年３月31日

 

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
△109百万円 △376百万円
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　　３　保証債務

前連結会計年度
（平成27年２月28日）

当連結会計年度
（平成28年２月29日）

住宅購入者等のための保証債務 744百万円 住宅購入者等のための保証債務 823百万円

 

   ４　当座貸越契約

前連結会計年度
（平成27年２月28日）

当連結会計年度
（平成28年２月29日）

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関

と当座貸越契約を締結しております。

　連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 17,000百万円

借入実行残高 2,890 

差引額 14,110 
 

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関

と当座貸越契約を締結しております。

　連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 17,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 17,000 
 

 

 

 

　　※５　たな卸資産の所有目的変更

　所有目的の変更に伴い、「販売用不動産」から有形固定資産に、以下のとおり振り替えております。

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

建物及び構築物 34百万円 －百万円

土地 468 35

 

　　※６　有形固定資産の所有目的変更

　所有目的の変更に伴い、有形固定資産から「販売用不動産」に以下のとおり振り替えております。

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

建物及び構築物 18百万円 －百万円

土地 8 32
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（連結損益計算書関係）

※１　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。

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

広告宣伝費 1,713百万円 1,428百万円

貸倒引当金繰入額 30 22

従業員給与手当 4,405 3,779

賞与引当金繰入額 23 23

退職給付費用 183 388

 

※２　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

前連結会計年度
（自　平成26年３月１日

　　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

159百万円 131百万円

 

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

建物及び構築物 10百万円 33百万円

機械装置及び運搬具 3 8

土地 4 1

計 18 42

 

 

※４　減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

東京都新宿区　他 事業用資産
建物及び構築物・機械装
置及び運搬具・リース資
産・建設仮勘定・その他

1,800

沖縄県那覇市　他 賃貸用資産
建物及び構築物・リース
資産・土地

445

茨城県つくば市　他 共用資産
建物及び構築物・機械装
置及び運搬具・リース資
産・土地・その他

2,087

合計 － － 4,333

　当社グループは、事業用資産については各事業所単位で、賃貸用資産及び遊休資産については各物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。また、本社・工場等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、

共用資産としてグルーピングしております。

　当社グループは、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていることから、減損の兆候を共用資産を含む

全社単位で検討し、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として特別損失に計上しております。

その内訳は、「建物及び構築物」1,149百万円、「機械装置及び運搬具」251百万円、「リース資産」693百万円、「土

地」1,791百万円、「建設仮勘定」４百万円、その他443百万円であります。なお、当社グループの回収可能価額は、主

に正味売却価額で測定しております。正味売却価額は不動産鑑定評価基準に基づく評価額により算定しております。
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当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

福岡市中央区　他 事業用資産
建物及び構築物・土地・
その他

44

埼玉県日高市　他 賃貸用資産 土地 12

合計 － － 56

　当社グループは、事業用資産については各事業所単位で、賃貸用資産及び遊休資産については各物件単位で資産のグ

ルーピングを行っております。また、本社・工場等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、

共用資産としてグルーピングしております。

　当社グループは、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている事業用資産及び帳簿価額に対して時価が

著しく下落している賃貸用資産については、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として特別損

失に計上しております。その内訳は、「建物及び構築物」18百万円、「土地」22百万円、その他15百万円であります。

なお、当社グループの回収可能価額は、事業用資産は主に使用価値により、賃貸用不動産は主に正味売却価額により測

定しております。正味売却価額は不動産鑑定評価基準に基づく評価額により算定しております。

 

※５　事業構造改善費用

前連結会計年度（自　平成26年３月１日至　平成27年２月28日）

事業構造改善費用は改革プロジェクトの一環として、当社における支店、展示場の集約化に伴い発生したものであ

り、その主な内容は、展示場の閉鎖等に伴う費用141百万円、支店の閉鎖に伴う費用30百万円、その他８百万円であ

ります。

 

当連結会計年度（自　平成27年３月１日至　平成28年２月29日）

事業構造改善費用は改革プロジェクトの一環として、当社における支店等の集約化に伴い発生したものであり、そ

の主な内容は、支店の閉鎖に伴う費用等27百万円であります。

 

 

※６　売上原価には、収益性の低下に伴うたな卸資産評価損が次のとおり含まれております。

前連結会計年度
（自　平成26年３月１日

　　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

926百万円 288百万円

 

 

※７　売上原価には、工事損失引当金繰入額が次のとおり含まれております。

前連結会計年度
（自　平成26年３月１日

　　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

－百万円 11百万円
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（連結包括利益計算書関係）

　 ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 2百万円 4百万円

組替調整額 － －

税効果調整前 2 4

税効果額 △0 △0

その他有価証券評価差額金 1 3

土地再評価差額金：   

当期発生額 － －

組替調整額 － －

税効果調整前 － －

税効果額 － 11

土地再評価差額金 － 11

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 △9 △6

組替調整額 2 4

税効果調整前 △7 △1

税効果額 － －

退職給付に係る調整額 △7 △1

その他の包括利益合計 △5 12
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28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

 
当連結会計年度
期首株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
株式数
（千株）

発行済株式     

普通株式 204,018 － － 204,018

合計 204,018 － － 204,018

自己株式     

普通株式（注） 67 4 － 71

合計 67 4 － 71

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29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

 
当連結会計年度
期首株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
株式数
（千株）

発行済株式     

普通株式 204,018 － － 204,018

合計 204,018 － － 204,018

自己株式     

普通株式（注） 71 7 － 79

合計 71 7 － 79

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　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

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

（自　平成26年３月１日

至　平成27年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成27年３月１日

至　平成28年２月29日）

 現金預金勘定 2,091百万円 2,824百万円

 現金及び現金同等物 2,091 2,824 

 

　２　重要な非資金取引の内容

 

前連結会計年度

（自　平成26年３月１日

至　平成27年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成27年３月１日

至　平成28年２月29日）

ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 678百万円 －百万円
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（リース取引関係）

（借主側）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

　有形固定資産

　展示場及び賃貸物件（建物及び構築物）、メガソーラー設備（機械装置及び運搬具）、及びシステム用サー

バー（工具、器具及び備品）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「３．会計処理基準に関する事項　（２）重要な減価償却資産

の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

　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、その内容は次のとおりであります。

 

(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

（単位：百万円）
 
 　前連結会計年度（平成27年２月28日）

 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 期末残高相当額

その他(有形固定資
産)

8 7 － 1

合計 8 7 － 1

 

（単位：百万円）
 
 　当連結会計年度（平成28年２月29日）

 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 期末残高相当額

その他(有形固定資
産)

8 8 － 0

合計 8 8 － 0

 

(2）未経過リース料期末残高相当額等

  　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）

当連結会計年度

（平成28年２月29日）

未経過リース料期末残高相当額   

１年内 0 0

１年超 0 －

合計 1 0

 

(3）支払リース料、減価償却費相当額、及び支払利息相当額

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

支払リース料 1 0

減価償却費相当額 1 0

支払利息相当額 0 0

 

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　　　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。

　　　　利息相当額の算定方法

　　リース総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、利息法によっております。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　　　当社グループは、短期的な運転資金は主に銀行借入及び親会社からの借入により調達する方針であります。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　　営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、与信管理規程に従い、主な取引先の信用力を適正に評価し、取引の可否を決定しております。

　　　差入保証金である債券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に保証金として供託している国

債であり、定期的に時価を把握することにより管理を行っております。

　　　営業債務である支払手形・工事未払金は一年以内の支払期日であります。

　　　借入金の使途は主に販売用土地の購入資金及び設備投資資金であります。

　　　また、営業債務や短期借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各社からの報告を　

基に当社財務部が月次資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

 

　　　　前連結会計年度（平成27年２月28日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金預金 2,091 2,091 －

(2）受取手形・完成工事未収入金等 （*1）6,599 6,599 －

(3）国債（*2） 476 476 －

　資産計 9,168 9,168 －

(4）支払手形・工事未払金等 7,059 7,059 －

(5）短期借入金 2,890 2,890 －

(6）長期借入金 10,000 10,000 －

(7）リース債務（*3） 1,175 1,193 17

　負債計 21,125 21,143 17

　（*1）貸倒引当金を78百万円控除しております。

　（*2）国債は連結貸借対照表上投資その他の資産の「その他」に計上されており、その内容は保証金として供託し

ているものであります。

　（*3）流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。

 

　　　　当連結会計年度（平成28年２月29日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金預金 2,824 2,824 －

(2）受取手形・完成工事未収入金等 （*1）6,673 6,673 －

(3）国債（*2） 499 499 －

　資産計 9,997 9,997 －

(4）支払手形・工事未払金等 6,484 6,484 －

(5）短期借入金 900 900 －

(6）長期借入金 10,000 10,000 －

(7）リース債務（*3） 1,017 1,054 37

　負債計 18,402 18,439 37

　（*1）貸倒引当金を100百万円控除しております。

　（*2）国債は連結貸借対照表上投資その他の資産の「その他」に計上されており、その内容は保証金として供託し

ているものであります。

　（*3）流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1）現金預金、並びに(2）受取手形・完成工事未収入金等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(3）国債

　時価については取引金融機関から掲示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券

に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

負債

(4）支払手形・工事未払金等、並びに(5）短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(6）長期借入金

　時価については、元利金の合計を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。

(7）リース債務

　時価については、元利金の合計を、同様の新規リース契約を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しております。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　区分
前連結会計年度

（平成27年２月28日）

当連結会計年度

（平成28年２月29日）

　非上場株式 75 74

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記

の表には含めておりません。

 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　　前連結会計年度（平成27年２月28日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

　預金

　受取手形・完成工事未収入金等

　国債

2,091

6,677

－

－

－

85

－

－

375

－

－

－

合計 8,769 85 375 －

 

　　当連結会計年度（平成28年２月29日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

　預金

　受取手形・完成工事未収入金等

　国債

2,822

6,774

－

－

－

272

－

－

205

－

－

－

合計 9,597 272 205 －
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４．短期借入金、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の返済予定額

前連結会計年度（平成27年２月28日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 2,890 － － － － －

長期借入金 － － － － 10,000 －

リース債務 158 161 164 116 67 507

合計 3,048 161 164 116 10,067 507

 

当連結会計年度（平成28年２月29日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 900 － － － － －

長期借入金 － － － 10,000 － －

リース債務 161 164 116 67 59 448

合計 1,061 164 116 10,067 59 448
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（有価証券関係）

１．売買目的有価証券

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 

３．その他有価証券

前連結会計年度（平成27年２月28日現在）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①国債・地方債等 476 454 22

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 476 454 22

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 476 454 22

　（注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額75百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当連結会計年度（平成28年２月29日現在）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①国債・地方債等 499 472 27

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 499 472 27

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 499 472 27

　（注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額74百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　　　　該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型制度及び確定拠出制度を採用

しております。

　確定給付型制度では、退職給付として、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給します。

　また、連結子会社は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

　なお、当社及び連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に

対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理して

おります。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

退職給付債務の期首残高 259百万円 332百万円
会計方針の変更による累積的影響額 9 －

会計方針の変更を反映した期首残高 268 332
勤務費用 78 89
利息費用 1 0
数理計算上の差異の発生額 9 6
退職給付の支払額 △26 △34

退職給付債務の期末残高 332 395

　（注）連結子会社は簡便法を採用しております。

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

 

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

る資産の調整表

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）

積立型制度の退職給付債務 －百万円 －百万円

年金資産 － －

 － －
非積立型制度の退職給付債務 332 395

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 332 395

   
退職給付に係る負債 332 395

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 332 395

（注）簡便法を適用した制度を含みます。

 

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

勤務費用 78百万円 89百万円
利息費用 1 0
数理計算上の差異の費用処理額 2 4

確定給付制度に係る退職給付費用 82 95

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に含めております。

 

(5）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

数理計算上の差異 △7百万円 △1百万円
合　計 △7 △1

 

 

 

 

 

(6）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
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前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）
未認識数理計算上の差異 △17百万円 △19百万円

合　計 △17 △19

 

(7）年金資産に関する事項

該当事項はありません。

 

(8）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当連結会計年度

（平成28年２月29日）
割引率 0.3％ 0.0％

 

３．確定拠出制度

　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度198百万円、当連結会計年度195百万円

であります。

 

４．複数事業主制度

　確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度

338百万円、当連結会計年度277百万円であります。

 

(1）複数事業主制度の直近の積立状況に関する事項

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当連結会計年度

（平成27年３月31日）

年金資産の額 46,497百万円 50,884百万円

年金財政計算上の数理債務の額と

最低責任準備金の額との合計額（注）
56,038 58,698

差引額 △9,541 △7,814

　　　（注）前連結会計年度においては「年金財政計算上の給付債務の額」と掲記していた項目であります。

 

(2）複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

前連結会計年度　16.2％　　（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

当連結会計年度　14.5％　　（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

 

(3）補足説明

　上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（前連結会計年度△10,965百万円、当連

結会計年度△10,603百万円）であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却で

あり、当社グループは、連結財務諸表上、特別掛金（前連結会計年度126百万円、当連結会計年度123百万円）を

費用処理しております。

　なお、上記(2）の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
 

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
 
 

当連結会計年度
（平成28年２月29日）

繰延税金資産    

繰越欠損金 2,552百万円 2,692百万円

譲渡損益調整資産 1,429  1,292

たな卸資産評価損 282  244

投資有価証券評価損 253  －

貸倒引当金 225  215

減損損失 1,742  1,342

完成工事補償引当金 83  64

その他 302  278

繰延税金資産小計 6,870  6,130

評価性引当額 △6,840  △6,101

繰延税金資産合計 30  28

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △8  △8

その他 △1  △5

繰延税金負債合計 △9  △13

繰延税金資産の純額 20  14

    

再評価に係る繰延税金資産 －  －

評価性引当額 －  －

再評価に係る繰延税金資産合計 －  －

再評価に係る繰延税金負債 △114  △104

再評価に係る繰延税金負債の純額 △114  △104
 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前連結会計年度
（平成27年２月28日）

当連結会計年度
（平成28年２月29日）

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を

省略しております

 

法定実効税率 35.6％  

（調整）   
交際費等永久に損金に
算入されない項目

1.6  

住民税均等割 16.9  
評価性引当額の増減
その他

△30.9
2.4

 

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

25.6  

 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27
年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引
下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率
は、従来の35.6％から平成28年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.0％に、
平成29年３月１日に開始する連結会計年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.2％になります。

　この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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４．決算日後の法人税等の税率の変更

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平

成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等

の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税

率は、従来の32.2％から平成29年３月１日及び平成30年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差

異については30.8％に、平成31年３月１日に開始する連結会計年度以後に解消が見込まれる一時差異については

30.6％になります。

　この税率変更による影響は軽微であります。

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ　当該資産除去債務の概要
　　主として展示場建物用地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
 
ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法
　　主として使用見込期間を取得から６年と見積り、割引率は主として0.2％～0.8％を使用して資産除去債務の

金額を計算しております。
 
ハ　当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

期首残高 259百万円 241百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 25 12

時の経過による調整額 1 0

資産除去債務の履行による減少額 △44 △19

期末残高 241 234

 

（賃貸等不動産関係）

　当社では大阪府その他の地域において、賃貸住宅、定期借地及び賃貸駐車場を有しております。前連結会計年度

における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は275百万円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）、

減損損失は711百万円、売却損益は15百万円であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸

損益は265百万円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）、減損損失は12百万円、売却損益は21百万

円であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

  
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

連結貸借対照表計上額   

 　期首残高 5,986 6,158

 　期中増減額 171 △328

 　期末残高 6,158 5,829

期末時価 6,022 5,844

　（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

　　　　２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は賃貸物件の取得（413百万円）、所有目的の変更による

販売用不動産からの振替（475百万円）であり、主な減少額は不動産売却（94百万円）及び減損損失（711

百万円）であります。当連結会計年度の主な増加額は所有目的の変更による販売用不動産からの振替（35

百万円）であり、主な減少額は不動産売却（313百万円）及び所有目的の変更による販売用不動産への振替

（20百万円）、減価償却費（60百万円）及び減損損失（12百万円）であります。

　　　　３．期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書等に基づく金額であります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経
営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
　当社は、製品・サービス別の製造販売体制を置き、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案
し、事業活動を展開しております。
　従って、当社は、製造販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「住宅事
業」、「リフォーム事業」及び「不動産賃貸事業」の３つを報告セグメントとしております。
　「住宅事業」は、戸建住宅、アパートメントハウス等の請負事業、戸建住宅、マンション等の分譲事業、
代理店向け建設用部材販売、一般建設部材販売、室内装飾品販売、住宅のフランチャイズ事業等を行ってお
ります。
　「リフォーム事業」は住宅等のリフォーム工事請負事業を行っております。
　「不動産賃貸事業」は住宅、マンション、商業施設等の賃貸を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
ける記載と同一であります。
　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

   前連結会計年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

       (単位：百万円)

 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３ 住宅事業

リフォー
ム事業

不動産
賃貸事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 38,738 12,180 513 51,432 218 51,650 － 51,650

セグメント間の内部

売上高又は振替高
16 － 3 20 － 20 △20 －

計 38,755 12,180 516 51,452 218 51,671 △20 51,650

セグメント利益又は損

失（△）
△1,120 346 281 △492 129 △362 △912 △1,275

セグメント資産 21,220 1,587 6,190 28,998 730 29,729 1,088 30,817

その他の項目         

減価償却費 525 － 63 589 73 663 25 688

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
533 － 131 664 15 680 － 680

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業部門であり、保険部門及び売電部門を含んで

おります。

　　２．(1）セグメント利益又は損失の調整額△912百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　(2）セグメント資産の調整額1,088百万円は各セグメントに配分していない全社資産であり、その主な

ものは親会社での余資運用資金（現金預金）及び管理部門に係る資産であります。

　　３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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   当連結会計年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

       (単位：百万円)

 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３ 住宅事業

リフォー
ム事業

不動産
賃貸事業

計

売上高         

外部顧客への売上高 37,554 9,409 539 47,503 220 47,723 － 47,723

セグメント間の内部

売上高又は振替高
10 － 5 16 － 16 △16 －

計 37,565 9,409 545 47,520 220 47,740 △16 47,723

セグメント利益 647 247 284 1,179 133 1,312 △860 452

セグメント資産 19,138 844 5,831 25,814 660 26,474 1,572 28,047

その他の項目         

減価償却費 108 － 60 169 69 238 0 239

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
289 － 1 290 4 294 － 294

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業部門であり、保険部門及び売電部門を含んで

おります。

　　２．(1）セグメント利益の調整額△860百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　(2）セグメント資産の調整額1,572百万円は各セグメントに配分していない全社資産であり、その主な

ものは親会社での余資運用資金（現金預金）及び管理部門に係る資産であります。

　　３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　製品区分と報告セグメントの区分は同一であるため、製品及びサービスごとの情報についての記載を省

略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものが

ないため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　製品区分と報告セグメントの区分は同一であるため、製品及びサービスごとの情報についての記載を省

略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものが

ないため、記載を省略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

     （単位：百万円）

 住宅事業
リフォーム

事業
不動産賃貸

事業
その他 全社・消去 合計

減損損失 3,623 － 618 － 91 4,333

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

     （単位：百万円）

 住宅事業
リフォーム

事業
不動産賃貸

事業
その他 全社・消去 合計

減損損失 44 － 12 － － 56

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成26年３月１日 至 平成27年２月28日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　前連結会計年度（自平成26年３月１日　至平成27年２月28日）

　　連結財務諸表提出会社の親会社

種 類
会 社 等 の
名 称

住 所
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容 又 は
職 業

議決権等
の被所有
割 合 (％)

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取 引 金 額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

親会社 ㈱ヤマダ電機
群馬県
高崎市

71,058
 

家電・情報
家電等の販
売

被所有
直接

51.90
 

役員の兼
任　有り

家電商品
等の仕入

 
住宅の販
売業務及
びリ
フォーム
工事の請
負

債務保証
（被保
証）
（※1）

15,000 － －

担保提供
（※2）

8,063 　－ －

借入（※
3）

10,000
関係会社長
期借入金 10,000

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

※１　当社の金融機関との当座貸越契約（当座貸越極度額15,000百万円、期末の借入実行残高2,490百万円）に対する債務保

証であります。

※２　上記の債務保証に対して建物及び構築物2,132百万円及び土地5,930百万円を担保提供したものであります。

※３　借入期間は５年であります。利率については、協議の上決定しております。

 

　当連結会計年度（自平成27年３月１日　至平成28年２月29日）

　　連結財務諸表提出会社の親会社

種 類
会 社 等 の
名 称

住 所
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容 又 は
職 業

議決権等
の被所有
割 合 (％)

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取 引 金 額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

親会社 ㈱ヤマダ電機
群馬県
高崎市

71,058
 

家電・情報
家電等の販
売

被所有
直接

51.90
 

役員の兼
任　有り

家電商品
等の仕入

 
住宅の販
売業務及
びリ
フォーム
工事の請
負

債務保証
（被保
証）
（※1）

15,000 － －

担保提供
（※2）

7,880 　－ －

借入（※
3）

10,900

関係会社短
期借入金 900

関係会社長
期借入金 10,000

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

※１　当社の金融機関との当座貸越契約（当座貸越極度額15,000百万円、期末の借入実行残高はなし）に対する債務保証で

あります。

※２　上記の債務保証に対して建物及び構築物1,996百万円及び土地5,884百万円を担保提供したものであります。

※３　利率については、協議の上決定しております。関係会社長期借入金の借入期間は５年であります。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　親会社情報

　　　株式会社ヤマダ電機（東京証券取引所第一部に上場）
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

１株当たり純資産額 19.86円 21.28円

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（△）
△27.94円 1.36円

　（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　２．１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、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日)

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）

（百万円）
△5,697 278

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純

損失金額（△）（百万円）
△5,697 278

期中平均株式数（千株） 203,948 203,941

 

３.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当連結会計年度
(自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

純資産の部の合計額（百万円） 4,086 4,380

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
37 40

（うち少数株主持分（百万円）） (37) (40)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 4,049 4,339

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株）
203,946 203,938

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 2,890 － － －

関係会社短期借入金 － 900 0.80 －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 158 161 2.10 －

関係会社長期借入金（１年以内に返済予定のものを

除く。）
10,000 10,000 0.60 平成31年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,017 856 4.07 平成29年～平成56年

その他有利子負債 － － － －

合計 14,065 11,917 － －

　（注）１.「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。

２．関係会社長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予

定額は以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

関係会社長期借入金 － － 10,000 －

リース債務 164 116 67 59

 

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度

末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略

しております。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 9,770 21,517 33,536 47,723

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額又は税金等調整前

四半期純損失金額（△）（百

万円）

△304 △220 102 378

四半期（当期）純利益金額又

は四半期純損失金額（△）

（百万円）

△328 △263 26 278

１株当たり四半期（当期）純

利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）（円）

△1.61 △1.29 0.13 1.36

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△1.61 0.32 1.42 1.24
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 975 1,466

受取手形 214 243

完成工事未収入金 4,499 5,137

売掛金 1,631 1,103

未成工事支出金 637 460

分譲土地 ※４,※５ 7,599 ※４,※５ 4,829

分譲建物 ※４,※５ 1,301 1,215

未成分譲土地 130 －

未成分譲建物 160 267

材料貯蔵品 206 181

前渡金 68 34

前払費用 228 201

未収入金 54 101

その他 113 115

貸倒引当金 △76 △97

流動資産合計 17,744 15,261

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１,※４,※５ 8,115 ※１ 7,750

減価償却累計額 △5,679 △5,524

建物（純額） 2,435 2,225

構築物 164 164

減価償却累計額 △159 △156

構築物（純額） 5 7

機械及び装置 413 415

減価償却累計額 △88 △126

機械及び装置（純額） 324 288

車両運搬具 65 1

減価償却累計額 － －

車両運搬具（純額） 65 1

工具、器具及び備品 618 605

減価償却累計額 △616 △603

工具、器具及び備品（純額） 1 1

土地 ※１,※４,※５ 6,806 ※１,※４,※５ 6,560

リース資産 872 885

減価償却累計額 △196 △250

リース資産（純額） 676 635

建設仮勘定 － 56

有形固定資産合計 10,315 9,777

無形固定資産   

ソフトウエア － 7

その他 － 83

無形固定資産合計 － 90
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

投資その他の資産   

投資有価証券 74 74

関係会社株式 731 731

長期貸付金 328 315

従業員に対する長期貸付金 5 2

破産更生債権等 347 347

長期前払費用 25 51

差入保証金 903 876

その他 8 8

貸倒引当金 △610 △604

投資その他の資産合計 1,814 1,802

固定資産合計 12,129 11,670

資産合計 29,874 26,931

負債の部   

流動負債   

支払手形 158 276

工事未払金 5,091 4,772

買掛金 1,710 1,268

短期借入金 2,890 －

関係会社短期借入金 － ※１ 900

リース債務 － 161

未払金 356 126

未払法人税等 76 72

未払消費税等 116 202

未払費用 914 610

未成工事受入金 1,395 1,593

前受金 25 22

預り金 249 277

前受収益 31 56

完成工事補償引当金 200 145

工事損失引当金 3 14

その他 192 0

流動負債合計 13,414 10,501

固定負債   

関係会社長期借入金 ※１ 10,000 ※１ 10,000

長期預り保証金 1,038 1,006

リース債務 1,017 856

繰延税金負債 7 8

再評価に係る繰延税金負債 114 104

退職給付引当金 289 341

資産除去債務 241 234

その他 13 12

固定負債合計 12,723 12,565

負債合計 26,137 23,067
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年２月28日)
当事業年度

(平成28年２月29日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,068 9,068

資本剰余金   

資本準備金 1,100 1,100

資本剰余金合計 1,100 1,100

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △6,645 △6,532

利益剰余金合計 △6,645 △6,532

自己株式 △9 △9

株主資本合計 3,514 3,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14 18

土地再評価差額金 207 220

評価・換算差額等合計 222 238

純資産合計 3,736 3,864

負債純資産合計 29,874 26,931
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②【損益計算書】
 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成26年３月１日
　至　平成27年２月28日)

当事業年度
(自　平成27年３月１日
　至　平成28年２月29日)

完成工事高 41,597 36,114

完成工事原価 34,058 28,983

完成工事総利益 7,539 7,131

分譲土地建物売上高 3,216 5,284

分譲土地建物売上原価 3,734 5,133

分譲土地建物売上総利益 △517 151

部材売上高 3,352 3,264

部材売上原価 2,676 2,798

部材売上総利益 675 465

その他の売上高 1,108 1,101

その他の売上原価 466 445

その他の売上総利益 642 656

売上高合計 49,275 45,765

売上原価合計 40,936 37,360

売上総利益合計 8,339 8,405

販売費及び一般管理費 ※１ 10,067 ※１ 8,396

営業利益又は営業損失（△） △1,728 8

営業外収益   

受取利息 1 1

有価証券利息 5 4

受取配当金 1 1

受取賃貸料 ※３ 214 ※３ 216

受取手数料 ※３ 97 ※３ 96

雑収入 34 44

営業外収益合計 354 363

営業外費用   

支払利息 ※３ 146 ※３ 129

賃貸収入原価 67 60

雑損失 20 8

営業外費用合計 233 198

経常利益又は経常損失（△） △1,607 174

特別利益   

固定資産売却益 ※２ 18 ※２ 42

特別利益合計 18 42

特別損失   

固定資産除却損 0 －

減損損失 3,997 56

事業構造改善費用 ※４ 180 ※４ 27

その他 － 0

特別損失合計 4,178 83

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △5,767 132

法人税、住民税及び事業税 40 17

法人税等調整額 △299 0

法人税等合計 △258 18

当期純利益又は当期純損失（△） △5,508 114
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（イ）【完成工事原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費   11,702 34.4  10,566 36.5

Ⅱ　外注費   18,976 55.7  15,907 54.9

Ⅲ　経費        

従業員給与手当  1,045   768   

地代家賃  159   120   

諸口  2,174 3,379 9.9 1,620 2,509 8.6

合計   34,058 100.0  28,983 100.0

　（注）　原価計算の方法は、工事指図書別の個別原価計算によっております。

 

（ロ）【分譲土地建物売上原価明細書】

Ａ　分譲土地売上原価

  
前事業年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　土地購入費  573 76.0 204 96.1

Ⅱ　経費  181 24.0 8 3.9

合計  754 100.0 212 100.0

期首棚卸高 ※１ 10,366  7,729  

他勘定よりの振替高 ※２ 8  32  

他勘定への振替高 ※３ △468  △35  

期末棚卸高 ※１ △7,729  △4,829  

差引分譲土地売上原価  2,931  3,109  

　（注）１．原価計算の方法は、購入団地別の個別原価計算によっております。

２．※１期首棚卸高及び期末棚卸高は、「分譲土地」と「未成分譲土地」の合計であります。

３．※２他勘定よりの振替高は「土地」よりの振替であります。

４．※３他勘定への振替高は「土地」への振替であります。

 

Ｂ　分譲建物売上原価

  
前事業年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費   379 42.7  454 22.2

Ⅱ　外注費   437 49.2  1,490 72.9

Ⅲ　経費        

従業員給与手当  25   32   

地代家賃  3   5   

諸口  42 71 8.1 62 100 4.9

合計   888 100.0  2,044 100.0

期首棚卸高 ※１  1,393   1,462  

他勘定よりの振替高 ※２  18   －  

他勘定への振替高 ※３  △34   －  

期末棚卸高 ※１  △1,462   △1,483  

差引分譲建物売上原価   803   2,023  
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　（注）１．原価計算の方法は、工事指図書別の個別原価計算によっております。

２．※１期首棚卸高及び期末棚卸高は、「分譲建物」と「未成分譲建物」の合計であります。

３．※２他勘定よりの振替高は「建物」よりの振替であります。

４．※３他勘定への振替高は「建物」への振替であります。

 

（ハ）【部材売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

期首棚卸高  387 201

当期仕入高  2,490 2,776

期末棚卸高  △201 △178

差引部材売上原価  2,676 2,798

 

（ニ）【その他売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

期首棚卸高  4 4

当期仕入高  466 442

期末棚卸高  △4 △2

差引その他売上原価  466 445

　（注）その他売上原価の内訳は次のとおりであります。

  
前事業年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

商品売上原価  152 109

賃貸原価  235 260

売電原価  78 74

合計  466 445
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）

      (単位：百万円)

 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
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

当期首残高 9,068 1,100 1,100 △1,457 △1,457 △8 8,703

当期変動額        

当期純損失（△）    △5,508 △5,508  △5,508

土地再評価差額金の取崩    320 320  320

自己株式の取得      △0 △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － △5,188 △5,188 △0 △5,188

当期末残高 9,068 1,100 1,100 △6,645 △6,645 △9 3,514

 

     

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

土地再評価差
額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 12 528 541 9,244

当期変動額     

当期純損失（△）    △5,508

土地再評価差額金の取崩    320

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

1 △320 △318 △318

当期変動額合計 1 △320 △318 △5,507

当期末残高 14 207 222 3,736
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当事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

      (単位：百万円)

 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
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

当期首残高 9,068 1,100 1,100 △6,645 △6,645 △9 3,514

当期変動額        

当期純利益    114 114  114

土地再評価差額金の取崩    △1 △1  △1

自己株式の取得      △0 △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － 113 113 △0 112

当期末残高 9,068 1,100 1,100 △6,532 △6,532 △9 3,626

 

     

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

土地再評価差
額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 14 207 222 3,736

当期変動額     

当期純利益    114

土地再評価差額金の取崩    △1

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

3 12 16 16

当期変動額合計 3 12 16 128

当期末残高 18 220 238 3,864
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(2）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

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2）分譲土地

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(3）分譲建物

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(4）未成分譲土地

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(5）未成分譲建物

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(6）材料貯蔵品

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

 

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物………定額法

その他……定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　２～38年

構築物　　２～20年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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。

(4）長期前払費用

定額法

 

４．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、期末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。
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５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

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。

(2）完成工事補償引当金

引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修費の支出に備えるため、完成工事

高及び分譲建物売上高に過去の一定期間における瑕疵担保責任に基づく補償費及びアフターサービス補修

費の実績から算出した実績率を乗じた発生見込額を計上しております。

(3）工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工事のうち損失の発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。

(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の見込額に基づき計上しておりま

す。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定方式によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における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按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

 

６．収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

ロ　その他の工事

工事完成基準

 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処

理と異なっております。

(2）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(3）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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（貸借対照表関係）

※１　担保提供資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成27年２月28日）
当事業年度

（平成28年２月29日）

建物 2,132 1,996

土地 5,930 5,884

計 8,063 7,880

 

 上記の建物及び土地については、

当社と金融機関との当座貸越契約の

極度額15,000百万円分（借入実行残

高2,490百万円）に対して株式会社

ヤマダ電機が行っている保証及び株

式会社ヤマダ電機からの借入金

（10,000百万円）に対して担保提供

されております。

　また、そのうち土地110百万円に

ついては、顧客の住宅ローン70百万

円を担保するための物上保証にも供

されております。

 上記の建物及び土地については、

当社と金融機関との当座貸越契約の

極度額15,000百万円分（借入実行残

高はなし）に対して株式会社ヤマダ

電機が行っている保証及び株式会社

ヤマダ電機からの借入金（10,900百

万円）に対して担保提供されており

ます。

　また、そのうち土地118百万円に

ついては、顧客の住宅ローン61百万

円を担保するための物上保証にも供

されております。

 

　２　保証債務

前事業年度
（平成27年２月28日）

当事業年度
（平成28年２月29日）

住宅購入者等のための保証債務 744百万円 住宅購入者等のための保証債務 823百万円

 

　３　当座貸越契約

前事業年度
（平成27年２月28日）

当事業年度
（平成28年２月29日）

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機

関　と当座貸越契約を締結しております。

　事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 17,000百万円

借入実行残高 2,890 

差引額 14,110 
 

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機

関　と当座貸越契約を締結しております。

　事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 17,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 17,000 
 

 

※４　たな卸資産の所有目的変更

所有目的の変更に伴い、「分譲建物」及び「分譲土地」から有形固定資産に以下のとおり振り替えております。

 
前事業年度

（平成27年２月28日）
当事業年度

（平成28年２月29日）

建物 34百万円 －百万円

土地 468 35

 

※５　有形固定資産の所有目的変更

所有目的の変更に伴い、有形固定資産から「分譲建物」及び「分譲土地」へ以下のとおり振り替えております。

 
前事業年度

（平成27年２月28日）
当事業年度

（平成28年２月29日）

建物 18百万円 －百万円

土地 8 32
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（損益計算書関係）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度70％、当事業年度69％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度30％、当事業年度31％であります。

　　　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。

 
前事業年度

（自　平成26年３月１日
　　至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日

　　至　平成28年２月29日）

広告宣伝費 1,705百万円 1,418百万円

貸倒引当金繰入額 29 20

従業員給与手当 4,146 3,529

退職給付費用 171 361

法定福利費 792 507

減価償却費 396 33

 

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

建物 10百万円 33百万円

車両運搬具 3 8

土地 4 1

計 18 42

 

　※３　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

（自　平成26年３月１日
至　平成27年２月28日）

当事業年度
（自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日）

営業外収益   

　受取賃貸料 164百万円 163百万円

　受取手数料 82 82

営業外費用   

　支払利息 43 62

 

※４　事業構造改善費用

前事業年度（自　平成26年３月１日至　平成27年２月28日）

事業構造改善費用は改革プロジェクトの一環として、支店、展示場の集約化に伴い発生したものであり、その主な内

容は、展示場の閉鎖等に伴う費用141百万円、支店の閉鎖に伴う費用30百万円、その他８百万円であります。

 

当事業年度（自　平成27年３月１日至　平成28年２月29日）

　事業構造改善費用は改革プロジェクトの一環として、支店等の集約化に伴い発生したものであり、その主な内容

は、支店の閉鎖に伴う費用等27百万円であります。
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（有価証券関係）

　子会社株式（貸借対照表計上額は当事業年度及び前事業年度とも731百万円）は、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成27年２月28日）
 
 

当事業年度
（平成28年２月29日）

繰延税金資産    

完成工事補償引当金 71百万円 48百万円

たな卸資産評価損 282  243

減損損失 1,736  1,338

貸倒引当金 215  210

退職給付引当金 103  110

繰越欠損金 2,543  2,683

譲渡損益調整資産 1,429  1,292

その他 439  156

繰延税金資産小計 6,820  6,083

評価性引当額 △6,819  △6,078

繰延税金資産合計 1  5

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △7  △8

その他 △1  △5

繰延税金負債合計 △9  △13

繰延税金負債の純額 △7  △8

    

再評価に係る繰延税金資産 －  －

評価性引当額 －  －

再評価に係る繰延税金資産合計 －  －

再評価に係る繰延税金負債 △114  △104

再評価に係る繰延税金負債の純額 △114  △104

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前事業年度
（平成27年２月28日）

当事業年度
（平成28年２月29日）

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略し

ております

 

法定実効税率 35.6％  

（調整）   
交際費等永久に損金に
算入されない項目

3.7  

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.1  

住民税均等割 45.3  
評価性引当額の増減
その他

△68.5
△2.3

 

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

13.7  

 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引

下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は、従来の35.6％から平成28年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0％に、平

成29年３月１日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.2％になります。

　この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
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４．決算日後の法人税等の税率の変更

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平

成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引

下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は、従来の32.2％から平成29年３月１日及び平成30年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につ

いては30.8％に、平成31年３月１日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については30.6％になりま

す。

　この税率変更による影響は軽微であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券
その他有

価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）

関西国際空港土地保有（株） 1,000 50

堀内商事（株） 6,300 15

エス・バイ・エル・カバヤ（株） 27,000 9

その他1銘柄 30 0

計 34,330 74

 

【債券】

投資有価証券
その他有

価証券

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）

第306回利付国債（注） 156 166

その他12銘柄（注） 312 322

計 468 488

　（注）　貸借対照表上差入保証金に含めて計上しております。
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

 建物 8,115 28 393

（18)

7,750 5,524 134 2,225

構築物 164 3 3

 

164 156 1 7

機械及び装置 413 2 －

 

415 126 38 288

車両運搬具 65 95 159

 

1 － － 1

工具、器具及び備品 618 4 17

(2)

605 603 1 1

土地 6,806

[322]

37 282

[△2]

(22)

6,560

[324]

－ － 6,560

リース資産 872 15 2

 

885 250 57 635

建設仮勘定 － 80 24

 

56 － － 56

有形固定資産　計 17,055 268
884

(42)
16,439 6,661 233 9,777

無形固定資産        

ソフトウエア 817 8 －

 

825 818 0 7

その他 0 84 1

 

83 0 － 83

無形固定資産　計 817 92 1 908 818 0 90

長期前払費用 129 56
45

(13)
140 88 16 51

（注）１．当期増減額のうち主なものは以下のとおりであります。

　　　「建物」の主な減少は、賃貸物件の売却203百万円、及び支店及び展示場の移転及び閉鎖に伴う支店及び展

示場の除却171百万円であります。「土地」の減少は賃貸物件の売却228百万円、分譲土地への振替32百万円で

あります。

　　　２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　３. 「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[　]内は内書きで、土地の再評価に関する法律

　　　　（平成10年法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金（注） 686 23 0 8 701

完成工事補償引当金 200 145 200 － 145

工事損失引当金 3 11 － － 14

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の内訳は以下のとおりであります。

回収による戻入　　　　　 　５百万円

回収可能性見直しによる戻入　２百万円
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（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日
・８月３１日、２月末日

・上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができます。

１単元の株式数 １，０００株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部

株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行いま

す。

なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のと

おりです。

http://www.sxl.co.jp/corporate/koukoku/index.html

株主に対する特典 該当事項はありません

 （注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて

募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　　　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　　　当事業年度の開始日から有価証券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）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第64期）（自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日）平成27年５月26日関東財務局長に提出

　(2）内部統制報告書及びその添付書類

　　　平成27年５月26日関東財務局長に提出

 

　(3）四半期報告書及び確認書

（第65期第１四半期）（自　平成27年３月１日　至　平成27年５月31日）平成27年７月13日関東財務局長に提出

（第65期第２四半期）（自　平成27年６月１日　至　平成27年８月31日）平成27年10月13日関東財務局長に提出

（第65期第３四半期）（自　平成27年９月１日　至　平成27年11月30日）平成28年１月14日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

平成27年５月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（定時株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。
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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。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

  平成28年５月27日

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
 

 

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原　田　大　輔　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 堀　内　計　尚　　印

 

＜財務諸表監査＞

　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

いる株式会社ヤマダ・エスバイエルホームの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ヤマダ・エスバイエルホーム及び連結子会社の平成28年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヤマダ・エスバイエ

ルホームの平成28年２月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社ヤマダ・エスバイエルホームが平成28年２月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効である

と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準

に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

利害関係

　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

 

（注）１．上記は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（有価証券報告書提出会
社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

    

   平成28年５月27日

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
 

  

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原　田　大　輔　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 堀　内　計　尚　　印

     

 

　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

いる株式会社ヤマダ・エスバイエルホームの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第65期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監

査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ヤマダ・エスバイエルホームの平成28年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　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

 

（注）１．上記は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（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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