
平成18年３月期 決算短信（非連結）  
平成18年５月10日

会社名 株式会社ユニバーサルホーム 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 4731 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.universalhome.co.jp)

代表者 代表取締役 加藤　充

問い合わせ先 専務取締役 浅野　信孝 ＴＥＬ　 （03）6400－3154

決算取締役会開催日 平成18年５月10日 中間配当制度の有無　 有

配当支払開始予定日 平成18年６月28日 定時株主総会開催日　平成18年６月27日

単元株制度採用の有無 　無  

親会社等の名称 住友不動産株式会社(コード番号：8830) 親会社等における当社の議決権所有比率　55.3％

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年３月期 3,536 (25.1) 126 (△42.6) 170 (△32.3)
17年３月期 2,827 (13.9) 220 (△42.6) 252 (△36.0)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年３月期 76 (△46.0) 4,039 43 　― 　― 2.3 4.1 4.8
17年３月期 142 (△34.2) 7,485 52 7,481 18 4.3 6.2 8.9

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円
②期中平均株式数 18年３月期 18,992株 17年３月期 18,982株
※　平成16年７月20日に１：２の割合で株式分割をおこなっております。

　　　　なお、期中平均株式数は期首に分割が行われたと仮定して算出しております。
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
１株当たり年間配当金 配当金総額

（年間）
配当性向

株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 2,500 00 0 00 2,500 00 47 61.9 1.4
17年３月期 2,500 00 0 00 2,500 00 47 33.4 1.4
(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年３月期 4,226 3,420 80.9 180,096 94
17年３月期 4,093 3,390 82.8 178,569 76

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 18,995株 17年３月期 18,989株
②期末自己株式数 18年３月期 492株 17年３月期 498株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年３月期 215 △108 △46 1,495
17年３月期 96 △428 △34 1,435

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭
中間期 2,041 △105 △108 0 00 　― 　―
通　期 4,760 160 91 　― 2,500 00 2,500 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　4,790円73銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況

　当社は、住宅フランチャイズチェーン本部の運営及び直営店による住宅販売・施工を主な事業内容としております。

住宅フランチャイズチェーン本部は、加盟店に対し、高品質・省コスト住宅の企画及び設計、営業・施工等に関するノ

ウハウの提供並びに住宅設備・資材及びチラシ・パンフレット等の販売促進ツールの販売を行っております。　

　当社の親会社は住友不動産株式会社であり、当社の事務所の賃貸借に関する取引がある他、取締役として１名を受け

入れております。また、当社はグループホーム介護福祉事業を行う株式会社リーラの家に対して出資しており、出資比

率は31.6％であります。

　以上に述べた事項の概要は次のとおりです。

 

住宅販売・施工 

エンドユーザー 

ユニバーサルホーム加盟店 

(株)ユニバーサルホーム 
（当社） 

住友不動産（株） 

 （親会社） 

出資 

事務所賃貸 

役員の派遣 

住宅施工等に関する 

ノウハウ提供 

住宅設備・資材及び 

販促品の販売 

住宅販売・施工 

ユニバーサルホーム 

   直営店 
（株）リーラの家 

出資 

グループホーム 

建築委託 
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社は、「万有の英知を集結し、人と地球にやさしい家づくり」を経営理念としております。この理念の実現のために、

地域に密着した優良工務店を当社のフランチャイズチェーンの加盟店とし、加盟店がエンドユーザーに対して直接に販

売・施工・アフターメンテナンスを行っております。加盟店が販売からアフターメンテナンスまでを一貫して行うことに

より中間マージンを排除し、日本の住宅のコストパフォーマンスを欧米並みに引上げるという「住宅革命」を推進するこ

とを当社の使命と考えております。　

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は株主の皆様を、当社の経営理念を共有した同志として、極めて重要な位置付けをしております。「住宅革命」を

通じて利益成長をもたらし、継続的に企業価値を高めていくことが株主の皆様の利益につながるものと認識しております。

　従って、利益配分は、長期的成長を維持するという観点から、当社の企業価値を増大させる再投資のための内部留保及

び株主の皆様への還元としての配当とのバランスを考慮した配当施策を実施していく方針であります。　

　内部留保資金の使途については、事業基盤拡充のための新規事業開拓や、新たなノウハウ構築及び収益拡大を目的とし

た直営店展開の設備投資等に充当する予定であります。

　株主配当は、配当性向20％を目処としておりますが、利益の状況に応じて柔軟な利益還元を心がけてまいります。

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針

 　当社は、投資単位の引下げが株式の流動性向上と株主数増大のための有効な施策であると理解しております。その時期

につきましては、業績ならびに今後の株価動向を勘案して、慎重かつ適切に検討していきたいと考えております。

 

（４）目標とする経営指標

　当社は、株主利益を重視する観点からROEを最も重要な経営指標と位置付け、ROE20％を中長期的な目標数値と考えてお

ります。当該数値を目標としている根拠は、欧米の優良企業と比較しても遜色無い水準を目指すという中長期目標を表し

たものです。当社が有する「人・モノ・カネ・情報」を成長機会のある事業領域に積極投入することで収益極大化を目指

し、ROE向上を図っております。

（５）中長期的な会社の経営戦略

　当社の設立からの経営戦略は、新設住宅建築の約４分の３を占める地場工務店を対象にフランチャイズシステムを構築

してコストパフォーマンスの高い良質な住宅を多くのユーザーに提供し続けることにより業容拡大を目指すことでありま

す。そのために加盟店数の増加、加盟店の生産性向上が当企業グループの成長の大きな要因となります。

　加盟店数については、全国を350エリアに区切り、優良工務店の新規加盟及び既存加盟法人の複数エリア加盟を併せて

積極的かつ計画的に展開いたします。

　加盟店の生産性については、フランチャイズ本部の役割として、他社と差別化された新商品開発、効果的な販売促進活

動の企画及び加盟店への営業・技術指導を通じて、１加盟店当たりの上棟棟数を引き上げます。

　上記の経営戦略を推進するために、平成18年３月期を初年度とする「中期３ヵ年計画」をスタートしております。

＜事業二本柱体制の構築＞

　フランチャイズ事業と直営事業の「事業二本柱体制の構築」を目的として、直営店出店を加速させます。これにより、

収益力向上を期待するとともに、フランチャイズ事業とのシナジー効果による当社と加盟店との真の共存共栄を目指します。

＜期待されるシナジー効果＞

・直営事業で培うビジネスモデル店ノウハウならびに成功諸事例を当フランチャイズチェーン全体に横展開することが可

能となります。

・直営店での各種実験の実施は、フランチャイズパッケージの質の向上に繋げることが可能となります。

・直営店展開における人材育成ノウハウは、加盟店に対する営業・技術指導を強化することに貢献します。

  また、住宅ストックの増大及び環境に対する顧客ニーズの高まり等、市場環境の変化により創出されるビジネスチャン

スを的確かつ迅速に捉え、新たな収益の柱となりうる新規事業の育成にも積極的に取り組み、収益の拡大を図ってまいり

ます。
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（６）会社の対処すべき課題

　住宅フランチャイズとしての中期的な経営戦略達成のためには、お客様にとって魅力ある住宅を提供するためのフラン

チャイズパッケージ構築は日常的優先課題であります。直営店展開を加速することによりシナジー効果を生み出しながら、

住宅フランチャイズチェーン本部としての使命を果たすべく、以下の施策に取り組んでおります。

　①差別化された商品力をもち、コストパフォーマンスの高い住宅商品の開発

　②集客効果の高い販売促進ノウハウの開発及びブランドイメージの維持向上

　③加盟店における営業力・店舗経営力の強化に向けた教育指導システムの構築

　④住宅品質を保持し、施工技術の平準化を図る品質管理システムの構築

　⑤住宅に関する保証、保険、金融サービスなどソフト面でのサポートの充実

　⑥コンサルティング能力、商品開発力などの高い専門能力を有した人的資源の充実

（７）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　当社の事務所の賃貸借に関する取引がある他、役員を１名受け入れております。当社は、住友不動産グループの一員と

しての対外的な信用力向上につながるものと考えております。なお、親会社等との取引に関しましては、「関連当事者と

の取引」に関する注記をご参照ください。

（平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）

親会社等が発行する株券が上場されている

証券取引所等

住友不動産株式会社 親会社 55.34 株式会社東京証券取引所　市場一部

株式会社大阪証券取引所　市場一部

 

（８）内部管理体制の整備・運用状況

　当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、今後別途公表しますコーポレート・ガバナンスに関する

報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。

 

（９）その他、経営上の重要な事項

 　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

Ⅰ経営成績

（１）当期の概況

　当期におけるわが国の経済は、2002年２月に始まった景気拡大局面が継続しています。2005年８月に政府・日銀と

もに景気の踊り場脱却宣言をして以来、月例経済報告で「緩やかな回復」の表現が続いていましたが、2006年２月に

は「緩やかな」の文字が消え「景気は回復している」の表現に変わっています。企業収益の改善ならびに業況判断も

緩やかな改善を示しており、設備投資の増加は３年連続となっています。加えて、世界的景気の着実な回復に伴い、

輸出も緩やかな増加を示しています。個人消費については緩やかな増加を示しています。年金問題等の将来的な不安

材料はあるものの、雇用情勢は改善しており、民需主導での安定的な成長が続くと見込まれることから、消費者心理

の重しが取れつつあります。

　住宅業界におきましては、2005年度の民間住宅投資が対前年比微増のなか、住宅着工戸数は120万戸を上回り3年連

続の微増となっています。貸家着工につきましては10ヶ月間対前年比増加傾向を示し、かつ、５年連続で堅調な伸び

を示しています。分譲マンション着工につきましては、上半期夏場にかけての好調から増加傾向は弱まったものの３

年間連続の伸びを示しています。分譲戸建につきましては、大都市圏での着工は増加しているものの、地価上昇の影

響で対前年比は微減となっています。当社が取り組んでおります戸建て注文住宅（持家）着工につきましては、緩や

かな下落傾向には歯止めがかかっておらず、10年前と比較して約３分の２の市場に縮小しており、引き続き厳しい状

況が継続しています。

　このような外部環境のもと、当社は以下の施策に取り組みました。

　商品戦略といたしましては、新商品をリリースすることに注力いたしました。

　当社の特徴である「地熱」を有効活用した特許取得工法「天然床冷暖房基礎」は従来の基礎に比べ大幅な省エネル

ギー効果を実現していることに加え、耐震性能にも優れていることが新潟や福岡の地震でも証明されております。そ

の特徴を生かしながら、当社のお客様である「こだわり」、「個性」を重視される一次取得者層向けに、『ニューデ

ザインシリーズ』の追加商品としまして『ナチュール・ノエル』と『アイム・クローゼ』を投入いたしました。

　12月にリリースいたしました『ナチュール・ノエル』では、安らぎと温かみを感じる木をふんだんに使用し、調湿、

断熱などの木の恩恵を受けながら時間の経過と共に愛着が深まっていく住宅を提案いたしました。

　さらに、１月にリリースいたしました『アイム・クローゼ』では、全ての居室に造りつけ収納を標準装備し、業界

トップクラスの収納力と、地震時に家具転倒がない安心感が特徴となっております。また、シンプルな外観に加え、

奥様の生活動線に配慮した収納の機能的配置も好評を得ております。

　昨年リリースいたしました『ドリームコート』、『ビースタイル』は、団塊ジュニア世代を中心に商品コンセプト

が浸透し好評を得て、契約数も順調に伸びています。

　プロモーション戦略といたしましては、知名度及びブランド力向上を目指し、新TVCFを作成し全国ネット番組に提

供するとともに、全国紙へ15段新聞広告、地方でのスポットTVCFを行うなどメディア活用の広告宣伝を強化いたしま

した。また、販売促進と新商品プロモーションの全国一斉キャンペーンを実施するとともに、加盟店ならびに直営店

のモデルハウスについて25棟の新築・建替えを実施いたしました。

　チャネル戦略といたしましては、10月に５店舗目の直営店となります島田店を、11月に６店舗目となる岡山東店を

オープンいたしました。直営店展開の目的は、収益力向上とフランチャイズパッケージの強化であります。コストパ

フォーマンスの高い新商品・新技術の開発検証や、プロモーション戦略の効果検証、顧客ニーズの掌握など、日常的

な再構築を行っております。今後も、積極的に直営店の出店を行っていく予定であります。

　当期の業績は、直営店の完成工事高が本格的に業績に寄与し、売上高は3,536百万円（前年同期比＋25.1％）となり

ましたが、直営店への設備投資ならびに人件費増加等により、経常利益170百万円（同△32.3％）、当期利益76百万円

（同△46.0％）となりました。加盟店数は137店（同△14.9％）、オープン店数は120店（同△14.9％）、契約棟数

2,575棟（同△9.8％）、上棟数1,998棟（同△10.3％）となりました。
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（２）次期の見通し

　2006年度の日本経済は、企業の増益ならびに強い設備投資意欲に変化はなく、景気全体は安定回復軌道が続くこと

で、雇用改善、所得環境改善で家計にも景気回復を感受できる局面に来ていますが、金利引き上げならびに原油高騰

が成長の押し下げ要因となることが懸念されます。

　住宅業界は、耐震偽装問題の発覚がブレーキとなる可能性があるなかで、2006年度の新設住宅着工戸数の微増が予

測されております。しかし、戸建注文住宅（持家）の下落傾向には歯止めがかからない状況にあります。

　このような環境下で次期は次のような施策を実施してまいります。

　商品戦略といたしましては、主力商品の『感動の家』、『クラス・ワン』の販売に注力するとともに、団塊ジュニ

ア世代にアピールできる「ニューデザインシリーズ」の『ドリームコート』、『ビータイル』、『アイムクローゼ』

などの販売を拡大してまいります。加えて、潜在ニーズを掘り起こした新商品を随時リリースし、幅広い顧客層の拡

大に努力いたします。

　プロモーション戦略といたしましては、知名度向上を目指し、TVCF、ラジオ、新聞、雑誌広告等のメディアミック

スでのプロモーション活動を実施し、インターネットも有効に活用してまいります。既存店１店舗当たりの集客及び

販売力向上を目的として、2005年度に引き続き、モデルハウスの建替えを促進してまいります。

　チャネル戦略といたしましては、現在未加盟エリアである地域を対象とした新規加盟募集活動に積極的に経営資源

を投入してまいります。また、ビジネスモデル店構築を目的として積極的に直営店を出店していく予定であります。

　組織戦略といたしましては、直営店の営業力向上と加盟店への指導力向上を目的として、人材の育成を重点項目と

して掲げ、採用・教育を強化してまいります。

　以上により、次期の見通しは、加盟店数147店（前年同期比＋7.3％）、オープン店舗数136店（同＋2.3％）、契約

棟数2,692棟（同＋4.5％）、上棟棟数2,160棟（同＋8.1％）を予定しております。その結果として、売上高4,760百万

円（同＋34.6％）、経常利益160百万円（同△5.9％）、当期純利益91百万円（同＋19.7％）を予定しております。

　

 

Ⅱ財政状態

（１）当期の概況

（財政状況） （百万円）

当期

総資産 4,226

株主資本 3,420

株主資本比率 80.9％

1株当たり株主資本 180,096.94円

（キャッシュ・フローの状況） （百万円）

当期

営業活動によるキャッシュ・フロー 215

投資活動によるキャッシュ・フロー △108

財務活動によるキャッシュ・フロー △46

現金及び現金同等物の増減額 60

現金及び現金同等物の期末残高 1,495

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は215百万円となりました。これは、主に税引前当期純利益が142百万円となった一方、

法人税等の支払いが52百万円となったためであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果獲得した資金は△108百万円となりました。これは、主に直営店出店などの有形固定資産の取得によ
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る支出が74百万円となったためであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得した資金は△46百万円となりました。これは、主に配当金の支払47百万円があったことにより

ます。

 

（２）キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成18年３月期

株主資本比率 80.9％

時価ベースの株主資本比率 100.2％

債務償還年数 -

インタレスト・カバレッジ・レシオ  -

（注）  株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュフロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い

※　　 各指標は、いずれも財務数値により算出しております。

※　　 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　　 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 1,435,847 1,495,890  

２　売掛金 315,245 343,050  

３　完成工事未収入金 23,751 16,449  

４　商品 27,428 45,075  

５　未成工事支出金 52,264 48,693  

６　貯蔵品 1,465 3,624  

７　前払費用 10,229 16,836  

８　未収入金 49,534 1,874  

９　繰延税金資産 22,108 25,204  

10　短期貸付金 67,000 41,000  

11　一年以内回収予定
長期貸付金

※１ 87,119 224,257  

12　その他の流動資産 16,808 62,072  

13　貸倒引当金 △6,100 △6,100  

流動資産合計 2,102,703 51.4 2,317,929 54.8 215,226

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物 206,008 229,026  

減価償却累計額 54,858 151,149 60,527 168,498  

(2）構築物 48,089 52,111  

減価償却累計額 14,625 33,463 17,754 34,357  

(3）車両運搬具 7,883 9,029  

減価償却累計額 4,218 3,664 5,849 3,180  

(4）工具器具備品 95,807 90,127  

減価償却累計額 74,981 20,826 72,906 17,220  

(5）土地 223,644 202,644  

(6）建設仮勘定 － 24,537  

有形固定資産合計 432,749 10.6 450,437 10.7 17,688

２　無形固定資産  

(1）ソフトウェア 14,616 11,710  

(2）電話加入権 2,147 2,223  

(3）その他の無形固定資
産

1,670 3,866  

無形固定資産合計 18,434 0.4 17,800 0.4 △633
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券 34,267 43,412  

(2）関係会社株式 39,200 45,975  

(3）出資金 500,000 500,000  

(4）長期貸付金 180,668 67,906  

(5) 関係会社長期貸付金 43,140 30,086  

(6）破産債権更生債権そ
の他これらに準ずる
債権

209,747 191,777  

(7）差入保証金 ※１ 92,572 102,907  

(8）長期性預金  300,000 300,000  

(9）保険積立金 168,773 172,138  

(10）繰延税金資産 139,368 145,618  

(11）その他の投資等 31,780 40,896  

(12）貸倒引当金 △200,000 △200,000  

投資その他の資産合計 1,539,517 37.6 1,440,717 34.1 △98,800

固定資産合計 1,990,700 48.6 1,908,955 45.2 △81,745

資産合計 4,093,404 100.0 4,226,885 100.0 133,481
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　買掛金 126,822 116,897  

２　工事未払金 172,853 280,636  

３　未払金 79,992 50,794  

４　未払費用 43,755 46,389  

５　未払法人税等 6,616 29,499  

６　前受金 1,397 2,026  

７　未成工事受入金 95,020 111,765  

８　地盤補償引当金 7,708 7,708  

９　その他の流動負債 42,646 29,565  

流動負債合計 576,812 14.1 675,284 16.0 98,471

Ⅱ　固定負債  

１　役員退職慰労引当金 122,730 －  

２　長期未払金 － 127,660  

３　その他の固定負債 3,000 3,000  

固定負債合計 125,730 3.1 130,660 3.1 4,930

負債合計 702,542 17.2 805,944 19.1 103,401

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 725,300 17.7 725,300 17.1 －

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金 605,935  605,935   

２　その他資本剰余金      

　　　自己株式処分差益 789  835   

資本剰余金合計 606,724 14.8 606,770 14.4 46

Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 22,963  22,963   

２　当期未処分利益 2,101,561  2,130,804   

利益剰余金合計 2,124,524 51.9 2,153,767 50.9 29,243

Ⅳ　自己株式 ※４ △65,688 △1.6 △64,897 △1.5 790

資本合計 3,390,861 82.8 3,420,941 80.9 30,080

負債資本合計 4,093,404 100.0 4,226,885 100.0 133,481
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  

１　商品売上高 558,468 725,772  

２　役務収益 1,408,516 1,311,759  

３　完成工事高 860,330 2,827,315 100.0 1,498,563 3,536,095 100.0 708,780

Ⅱ　売上原価  

１　商品売上原価  

(1）期首商品棚卸高 25,551 27,428  

(2）当期商品仕入高 451,585 604,377  

合計 477,137 631,806  

(3）他勘定振替高 ※１ 4,363 7,486  

(4）期末商品棚卸高 27,428 45,075  

当期商品売上原価 445,344 579,243  

２　役務原価 180,899 179,913  

３　完成工事原価 655,843 1,129,251  

売上原価合計 1,282,087 45.3 1,888,408 53.4 606,320

売上総利益 1,545,227 54.7 1,647,687 46.6 102,460

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　広告宣伝費 209,933 272,925  

２　役員報酬 108,322 120,592  

３　給与・賞与 415,879 499,635  

４　退職給付費用 12,885 13,762  

５　役員退職慰労引当金繰
入額

14,400 4,930  

６　法定福利費 74,661 84,812  

７　福利厚生費 39,629 45,944  

８　旅費交通費 81,040 79,192  

９　消耗品費 26,614 26,779  

10　賃借料 112,702 124,511  

11　減価償却費 31,855 37,018  

12　支払手数料 48,935 64,784  

13　商品開発費 ※２ 61,456 43,948  

14　その他 86,559 1,324,876 46.9 102,386 1,521,224 43.0 196,348

営業利益 220,350 7.8 126,462 3.6 △93,887
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息及び割引料 10,631 10,816  

２　受取配当金 12,636 12,690  

３　受取手数料 2,576 3,274  

４　受取地代家賃 16,307 15,457  

５　その他 7,738 49,889 1.7 11,164 53,403 1.5 3,513

Ⅴ　営業外費用  

１　補修工事負担金 8,171 7,608  

２　保険解約損 3,302 －  

３　新株発行費 3,817 －  

４　その他 2,606 17,897 0.6 1,315 8,924 0.3 △8,973

経常利益 252,342 8.9 170,941 4.8 △81,400

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産受贈益 ※３ － － － 10,894 10,894 0.3 10,894

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産除却損 ※４ － 18,029  

２　減損損失 ※５ － － － 21,000 39,029 1.1 39,029

税引前当期純利益 252,342 8.9 142,807 4.0 △109,535

法人税、住民税及び
事業税

94,468 75,436  

法人税等調整額 15,784 110,252 3.9 △9,346 66,090 1.8 △44,161

当期純利益 142,090 5.0 76,716 2.2 △65,373

前期繰越利益 1,959,471 2,054,087 94,616

当期未処分利益 2,101,561 2,130,804 29,243
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役務原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

電波広告原価 88,590 49.0 95,805 53.2 7,215

ＯＡ賃貸原価 76,036 42.0 68,904 38.3 △7,132

その他 16,272 9.0 15,204 8.5 △1,068

合計 180,899 100.0 179,913 100.0 △985

　（注）　役務原価は、加盟店への役務提供のために直接要した費用であります。

　完成工事原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

材料費 223,245 34.0 428,713 38.0 205,468

労務費 28,091 4.3 31,733 2.8 3,642

外注費 340,658 52.0 572,952 50.7 232,294

経費 63,848 9.7 95,850 8.5 32,002

合計 655,843 100.0 1,129,251 100.0 473,407

　（注）　原価計算は、実際個別原価計算によっております。
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　税引前当期純利益 252,342 142,807  

２　減価償却費 31,855 37,018  

３　役員退職慰労引当金の増加額 14,400 4,930  

４　受取利息及び受取配当金 △23,267 △23,506  

５　減損損失 － 21,000  

６　固定資産除却損 － 18,029  

７　保険解約損 3,302 －  

８　地盤補償引当金の増加額 7,708 －  

９　売上債権の増減額
　（増加：△）

△25,207 △20,502  

10　たな卸資産の増加額 △22,280 △16,234  

11　仕入債務の増減額
　（減少：△）

101,194 97,858  

12　未払消費税等の増減額
　（減少：△）

△17,456 10,029  

13　前受金の増減額
　（減少：△）

12,943 17,376  

14　破産債権更生債権その他これらに準
ずる債権の減少額

6,208 17,970  

15　その他 △14,974 △59,171  

小計 326,768 247,603 △79,165

16　利息及び配当金の受取額 20,387 20,355  

17　法人税等の支払額 △250,161 △52,553  

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,995 215,405 118,410

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　短期貸付金の減少額 △32,000 26,000  

２　有形固定資産の取得による支出 △169,021 △74,494  

３　無形固定資産の取得による支出 △12,029 △3,520  

４　投資有価証券の取得による支出 △28,000 △19,550  

５　長期貸付による支出 △256,300 △121,161  

６　長期貸付金の回収による収入 70,671 109,839  

７　保証金の差入による支出 △220 △9,973  

８　保証金の返還による収入 343 362  

９　保険積立金の拠出による支出 △16,594 △3,364  

10　保険積立金の返戻による収入 11,073 －  

11　その他 3,251 △12,994  

投資活動によるキャッシュ・フロー △428,826 △108,857 319,968

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　自己株式の取得による支出 △1,010 －  

２　自己株式の売却による収入 13,950 837  

３　配当金の支払額  △47,491 △47,342  

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,551 △46,505 △11,954

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 △366,382 60,042 426,424
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,802,230 1,435,847 △366,382

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,435,847 1,495,890 60,042
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(4）利益処分案

前事業年度
（平成17年６月28日株主総会決議）

当事業年度
（平成18年６月27日株主総会決議）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,101,561 2,130,804

Ⅱ　利益処分額

１　配当金
 

47,473 47,473 47,488 47,488

Ⅲ　次期繰越利益 2,054,087 2,083,315
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のないもの…移動平均法による原

価法

　なお、投資事業有限責任組合およびそ

れに類する組合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされる

もの）については、組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

(2）その他有価証券

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(2）未成工事支出金

個別法による原価法

(2）未成工事支出金

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備は除く）については定額法に

よっております。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法の規定と同一の方法に基づ

いております。

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用（投資その他の資産「そ

の他の投資等」に含む）

　定額法によっております。

(3）長期前払費用（投資その他の資産「そ

の他の投資等」に含む）

同左

４　繰延資産の処理方法 　新株発行費については、支出時に全額

費用として処理しております。　 

────── 

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、適格

退職年金制度を採用しており、年金財政

計算上の責任準備金から年金資産残高を

控除した額を退職給付引当金に計上して

おります。

　なお、当事業年度においては年金資産

が退職給付債務を上回っているため前払

年金費用として流動資産の「その他」に

計上しております。

(2）退職給付引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額の全額を計上

しております。

(3）役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金制度を廃止する

こととし、平成17年６月28日開催の定時株

主総会において、退職慰労金の打ち切り支

給議案が承認可決されました。これにより、

当該総会までの期間に対する役員退職慰労

引当金相当額については、長期未払金とし

て計上しております。

(4）地盤補償引当金

　地盤補償事故発生時の損失に備えるため、

過去の実績値を基に算出した必要額を計上

しております。

(4）地盤補償引当金

同左

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

７　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資であります。

同左

８　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

同左
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  会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。こ

れにより税引前当期純利益は21,000千円減少しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　（貸借対照表関係）

 １　 「証券取引法の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月

１日より適用となることおよび「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２

月15日付で改正されたことに伴い、当事業年度から投資

事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価証券としてみなされる

もの）を投資有価証券として表示する方法に変更いたし

ました。

なお、当事業年度の「投資有価証券」に含まれる当該出

資の額は7,432千円であり、前事業年度における「出資

金」に含まれる当該出資の額は8,853千円であります。

 ２　 前事業年度において流動資産の「その他流動資産」に

含めて表示しておりました「一年以内回収予定長期貸付

金」（前事業年度34,621千円）については、資産総額

の100分の１超となったため、当事業年度より区分掲記

しております。

 ３　 前事業年度において投資その他の資産「長期貸付金」

に含めて表示しておりました「関係会社長期貸付金」

（前事業年度5,166千円）については金額の重要性が高

まったため、当事業年度より区分掲記しております。

　（貸借対照表関係）

 　　　　　　　　　　────── 

　（損益計算書関係）

　  前事業年度まで営業外収益「その他」に含めて表示し

ておりました「受取配当金」（前事業年度1,001千円）に

ついては、営業外収益の総額の100分の10超となったため

区分掲記しております。

　（損益計算書関係）

　　　　　　　　　　　────── 
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追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法） 

 　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表された

ことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割6,579千円を販売費及び

一般管理費として処理しております。

────── 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１　関係会社に対する資産及び負債で区分掲記したもの

以外の内訳は次のとおりであります。

※１　関係会社に対する資産及び負債で区分掲記したもの

以外の内訳は次のとおりであります。

（１）１年以内回収予定

　　  長期貸付金
45,213千円

（２）差入保証金 67,560千円

（１）１年以内回収予定

　　  長期貸付金
33,054千円

（２）差入保証金 67,560千円

※２　授権株式数 普通株式 76,000株

発行済株式総数 普通株式 19,488株

※２　授権株式数 普通株式 76,000株

発行済株式総数 普通株式 19,488株

　３　偶発債務   

（１）加盟店顧客の住宅ローン

　　　つなぎ融資に対する保証

　　　債務

82,334千円

（２）加盟法人のモデルハウス

　　　建替費用借り入れ・割賦

　　　債務に対する保証債務

68,799千円

　３　偶発債務   

（１）加盟店顧客の住宅ローン

　　　つなぎ融資に対する保証

　　　債務

62,100千円

（２）加盟法人のモデルハウス

　　　建替費用借り入れ・割賦

　　　債務に対する保証債務

22,960千円

※４　自己株式の保有数 ※４　自己株式の保有数

普通株式 498株 普通株式 492株
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　他勘定振替高は商品を広告宣伝費、福利厚生費及び

消耗品費他に振替えた額であります。

※１　　　　　　　　　 同左

※２　一般管理費に含まれている研究開発費は61,456千円

であります。

※２　一般管理費に含まれている研究開発費は43,948千円

であります。

 ※３　固定資産受贈益の内訳は下記のとおりであります。 

 　　  建物 9,994千円

　　　構築物 900千円

　　　合計 10,894千円

 

 ※４　固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。 

 　　  建物 11,159千円

　　　構築物 3,152千円

　　　工具器具備品 422千円

　　　その他 3,294千円

　　　合計 18,029千円

※５　減損損失

 　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。

  （千円）

 用途 種類 場所 減損損失

 遊休資産  土地
 千葉県

 勝浦市
21,000

   当社は、事業用資産については管理会計上の区分を

基準に主として部門単位、遊休資産については個別グ

ループ化し、減損損失の判定を行っております。

　その結果、近年の地価下落により、上記資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（21,000千円）として特別損失に計上しております。

その内訳は土地21,000千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、土地は公示価格により算定しており

ます。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

　記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,435,847千円

現金及び現金同等物 1,435,847千円

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

　記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,495,890千円

現金及び現金同等物 1,495,890千円
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①　リース取引

有価証券報告書においてＥＤＩＮＥＴによる開示を行っているため記載を省略しております。

 

②　有価証券

時価評価されていない有価証券

区分

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

子会社及び関連会社

　子会社株式及び関連会社株式 39,200 45,975

小計 39,200 45,975

その他有価証券

　非上場株式 26,835 39,410

　投資事業有限責任組合およびそれに類

　する組合への出資
7,432 4,002

小計 34,267 43,412

合計 73,467 89,387

③　デリバティブ取引

有価証券報告書においてＥＤＩＮＥＴによる開示を行っているため記載を省略しております。
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④　退職給付

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △75,490千円

②年金資産 78,285千円

③未積立退職給付債務（①＋②） 2,794千円

④貸借対照表計上額純額 2,794千円

⑤前払年金費用 2,794千円

①退職給付債務 △88,531千円

②年金資産 93,203千円

③未積立退職給付債務（①＋②） 4,671千円

④貸借対照表計上額純額 4,671千円

⑤前払年金費用 4,671千円

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 12,885千円

退職給付費用 12,885千円

勤務費用 13,762千円

退職給付費用 13,762千円

（注）当期発生額については全額勤務費用に計上してお

ります。

（注）当期発生額については全額勤務費用に計上してお

ります。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用

しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

⑤　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 83,862千円

役員退職慰労引当金否認 49,939千円

未払従業員賞与否認 13,564千円

その他 14,111千円

繰延税金資産合計 161,476千円

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 83,862千円

長期未払金否認 51,945千円

未払従業員賞与否認 13,635千円

その他 21,380千円

繰延税金資産合計 170,822千円

繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。

繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。

流動資産－繰延税金資産 22,108千円

固定資産－繰延税金資産 139,368千円

流動資産－繰延税金資産 25,204千円

固定資産－繰延税金資産 145,618千円

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）

住民税均等割等 2.20〃

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.99〃

その他 △1.19〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.69％

法定実効税率 40.69％

（調整）

住民税均等割等 4.44〃

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.61〃

その他 △2.46〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.28％
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⑥　持分法損益等

 　　　 前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　　　　関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、持分法損益等の注記を省略しております。

 　　　 当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　　　関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、持分法損益等の注記を省略しております。

⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の兼
任等

事業上の
関係

親会社

住友不動

産株式会

社

東京都

新宿区
122,805,350

総合不

動産業

直接

55.4％

間接　―

出向１名

当社の事

務所の賃

貸借に関

する取引

及び役員

の受入

本社事務所等

賃貸借
85,775

前払費用 7,726

差入保証

金
67,560

　（注）　取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　本社事務所の賃貸借等の取引条件については、近隣相場及び市場価格等を参考にして、交渉の上決定しており

ます。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の兼
任等

事業上の
関係

親会社

住友不動

産株式会

社

東京都

新宿区
122,805,350

総合不

動産業

直接

55.3％

間接　―

出向１名

当社の事

務所の賃

貸借に関

する取引

及び役員

の受入

本社事務所等

賃貸借
86,023

前払費用 7,726

差入保証

金
67,560

　（注）　取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　本社事務所の賃貸借等の取引条件については、近隣相場及び市場価格等を参考にして、交渉の上決定しており

ます。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 178,569円76銭

１株当たり当期純利益 7,485円52銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利

益
7,481円18銭

１株当たり純資産額 180,096円94銭

１株当たり当期純利益 4,039円43銭

　　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

　　ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ　

　　ん。

　当社は、平成16年７月20日付けで１：２の割合で株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の１株当たり情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。

 

 

 

前事業年度

　　1株当たり純資産額

　　　　　　　　　　173,780円63銭

　　1株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　 11,118円84銭

　　潜在株式調整後1株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　　　　　 －

　　潜在株式が希薄化効果を有しないため

記載しておりません。

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益   

　当期純利益（千円） 142,090 76,716

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　（うち利益処分による取締役賞与金） （－） （－）

　普通株式に係る当期純利益（千円） 142,090 76,716

　期中平均株式数（株） 18,982 18,992

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 11 －

　　（うち新株予約権） (11) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－

 

－
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５．受注及び販売の状況

受注状況

 （単位　千円）

区分

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額 金額 金額

完成工事高
受注高 992,925 2,376,927 1,384,002

受注残高 348,601 830,770 482,168

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。

 

販売実績

 （単位　千円）

　　　　　区分

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額
構成比

   （％）
金額

構成比

   （％）
金額

資材 245,161 409,445

販促品等 313,306 316,326

商品計 558,468 19.8 725,772 20.5 167,304

加盟金 16,500 10,500

ロイヤリティ 969,474 876,269

その他 422,542 424,990

役務計 1,408,516 49.8 1,311,759 37.1 △96,757

完成工事高 860,330 30.4 1,498,563 42.4 638,233

　　　　　合計 2,827,315 100.0 3,536,095 100.0 708,780

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。
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６．役員の異動

1.　代表者の異動

　該当事項はありません。

2.　その他役員の異動

①新任取締役候補

取締役　丹羽　守（現　開発部ゼネラルマネージャー）

②退任予定取締役

取締役　古山　大二郎（監査役　就任予定）

③新任監査役候補

（非常勤）監査役　古山　大二郎（現　取締役）

 

3.  就任予定日 

平成18年６月27日

4.　役員の担当の異動（平成18年５月10日付）

（新役職名） （氏名） （旧役職名）

　専務取締役 浅野　信孝  　専務取締役

　　経営企画室・経理部・内部統制室管掌  　　 経営企画室・経理部管掌

    （平成18年６月27日付予定）

（新役職名） （氏名） （旧役職名）

　代表取締役 加藤　充  　代表取締役

　　総務部・第一直営部・第二直営部・

ＩＳＯ取得推進室・監査室・

海外事業部・事業開発室管掌

 
　　 ＩＳＯ取得推進室・監査室・　　　

海外事業部・事業開発室管掌

以　　上　
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