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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 17,636 ( 1.4) △536 (　－　) △568 (　－　)

17年３月期 17,385 ( 157.0) △194 (　－　) △203 (　－　)

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 △535 (　－　) △11 45 － － △155.1 △9.4 △3.2

17年３月期 △293 (  －  ) △6 27 － － △54.4 △4.4 △1.2

（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 46,798,056株 17年３月期 46,801,067株
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 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

17年３月期 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

(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 5,933 55 0.9 1 18

17年３月期 6,142 635 10.4 13 59

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 46,797,210株 17年３月期 46,798,670株
②期末自己株式数 18年３月期 16,790株 17年３月期 15,330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 △237 129 209 279

17年３月期 － － － －

（注）17年３月期については連結財務諸表を作成しておりましたので、決算短信（非連結）では記載しておりません。

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 9,000 50 20 0 00 　― 　―

通　期 － － － 　― ― ― 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　－円－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。
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１．企業集団の状況

　当社は、当社の親会社及び親会社の子会社２社とともに事業を展開しております。

　当社の主な事業の内容は、システムバス、システムキッチン、洗面化粧台、住宅用空調機器、寒冷地型通気層工法部

材、省エネ部材、石油給湯器の販売及び住設機器の取付施工・リフォーム工事等であります。

　なお、システムバスについては、親会社の子会社であるエア・ウォーター化成株式会社から供給をうけております。

各関係会社等との関連は、次のとおりであります。

事業系統図（平成18年３月31日現在）

（注１）エア・ウォーター（株）とその子会社が保有する株式を含めて議決権比率を算出しております。

（注２）前期まで連結子会社としておりました株式会社スターテックは、平成17年６月29日付で清算結了いたしました。

これにより、連結対象となる子会社はありません。

平成18年４月１日以降の事業系統図は次のとおりです。

（注）原材料の仕入業務については、平成18年４月１日より大宝産業㈱よりエア・ウォーター化成㈱へ一元化いたし

ました。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、親会社であるエア・ウォーター株式会社の６つのセグメントの一つ、生活セグメントの一翼を担って住設

事業を展開しております。システムバス中心の「浴室の専門メーカー」から、システムキッチン・洗面化粧台等を含

めた「水まわりの専門メーカー」へ転換を図ることが基本的な方針であります。また、寒冷地の知恵を活かした商品

開発に注力し、「挑戦する企業風土」に根づいたオンリーワン企業として社会に役立つ企業づくりを目指します。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する安定的な配当による利益還元を最重要課題として考えております。当社は、業績回復

に取り組んでおりますが、当期も純損失の計上という不本意な結果となり、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせてい

ただきます。

(3）目標とする経営指標

　当社は、営業損益の黒字転換を次期の経営目標としたうえで、３年後の中期目標として、売上高経常利益率３％を

目指します。

(4）中長期的な経営戦略

  当社は、リフォーム時代に対応した特色ある水まわりの専門メーカーに脱皮するためヤマハリビングテック株式会

社殿との業務提携を最大限に活かしてまいります。北海道・東北地区におけるシステムバスのシェアの高さをより磐

石なものにするための商品開発に取り組んでまいります。また、エア・ウォーター株式会社の福祉介護事業部門・エ

コロッカ事業部門と連携した事業展開を行うとともに、当社の特色である施工技術を活かし、リフォーム市場におけ

るオンリーワン企業づくりを目指します。

(5）会社の対処すべき課題

　住宅設備業界におきましては、当社の主要な事業領域である北海道・東北地区における新設戸建住宅の低迷からリ

フォーム市場を中心とした企業間競争が一層激化し、厳しい市場環境が続くものと思われます。

　こうした中、当社といたしましては、昨年発売した戸建システムバス「ソシエⅡ」をモデルチェンジし、より寒冷

地の生活に適した保温性の優れたシステムバス「ソシエⅢ」を本年２月に上市し、システムバスの販売強化に努めて

まいります。また、リフォーム市場においては、昨年までに充実した共同ショールームを徹底活用し、システムキッ

チン、洗面化粧台等の水まわり商品全般の拡販に努めるとともに、「シャワー＆パウダー」の直販体制を組織化し、

増販に取り組んでまいります。

　さらに、廃木材・廃プラスチックの再生リサイクル事業を行うエア・ウォーター株式会社エコロッカ事業部との連

携を強化し、戸建住宅を中心にエクステリア材としての「エコロッカ」商材の拡販に努めるとともに、今後の住宅設

備機器業界の動向を注視し、経営改善に取り組んでまいります。

当社は、平成18年５月17日付でエア・ウォーター株式会社を完全親会社とする株式交換契約を締結しました。なお、

株式交換契約書の承認につきましては、本年６月29日開催予定の第２期定時株主総会において、決議事項として株主

の皆様に提案し、ご承認いただくこととしております。

(6）親会社等に関する事項

　①親会社等の商号等

 （平成18年３月31日現在）

親会社等の商号等 属性 議決権所有割合 上場証券取引所

 エア・ウォーター株式会社  親会社 70.2％ 

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

証券会員制法人札幌証券取引所 

②親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社との関係 

　当社は、親会社グループの生活セグメントの中で住設事業を展開しており、当社の位置付けは前掲２ページの

「１．企業集団の状況」に記載のとおりであります。当社は、親会社及びグループ企業と緊密な協力関係を保ちな

がら事業展開しており、親会社のグループ企業エア・ウォーター化成(株)から部材を購入するほか、他の親会社グ

ループ企業に商品の販売を行っており、それぞれの取引条件は個別協議により決定されますが、親会社の企業グルー

プ外企業の取引条件と同様のものとなっております。

　また、出向受入れ者の取締役の就任については、下記のとおりでありますが、当社の一定の独立性が確保されて

いると考えております。 
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　　　（出向受入れ者の役員就任状況） 

役　　　職 氏　　　名 就任理由

 取締役管理本部長 安藤　勇治 管理部門強化のため当社が依頼 

 取締役北海道ブロック長 渋江　幹男 営業部門強化のため当社が依頼 

 　　（役員の兼務状況）

役　　　員 氏　　　名
親会社または

グループ企業での役職
就任理由

監査役 樋山　晋介 
株式会社エア・ウォーター企業

　　　　　常勤監査役 

監査強化のため当社から就任

を依頼 

　なお、従来記載しておりました「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況」

「内部管理体制の整備・運用状況」は、今後開示を予定しているコーポレート・ガバナンスに関する報告書をご参

照願います。 

３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当事業年度におけるわが国経済は、原油・素材価格の高止まりといった懸念材料があるものの、企業業績の回復を

背景に民間設備投資の増加、株価上昇等により、総じて緩やかな成長となりました。

　住宅設備業界におきましては、本年度の全国の新設住宅着工戸数124万８千戸（前期比104.7％）となりましたが、

当社の主要な事業領域である北海道・東北地区の持家着工戸数は４万１千戸（前期比92.4％）と前年を下回る状況と

なりました。

　このような状況の下、当社は普及型戸建システムバス「ソシエⅡ」を昨年４月に上市し、システムバスの販売数量

の回復に努めるとともに、業務提携先であるヤマハリビングテック株式会社殿との共同ショールームの活用、北海道

におけるエア・ウォーターグループとの共同ショールームの拡充などにより、システムキッチン、洗面化粧台等の販

売強化に取り組んでまいりました。また、下期より市場ポテンシャルの大きい首都圏における販売体制を強化し、賃

貸住宅向け新商品「シャワー＆パウダー」の販売に取り組んでまいりました。　

  さらに、ヤマハリビングテック株式会社殿からのＦＲＰ成形品の製造受託等による生産性の向上に努めるとともに、

物流及び施工体制の見直し等を含めたトータルコストダウンに取り組んでまいりました。

　しかしながら、新設戸建住宅の低迷、悪質リフォーム業者の社会問題化によるリフォームマインドの低下等から戸

建システムバスの販売が伸び悩むとともに普及価格帯商品のウェイトの高まり、原材料価格の高止まり等の影響から

厳しい収益状況となりました。

　以上の結果、当事業年度の業績につきましては、売上高は176億36百万円（前期比101.4％）、営業損失は５億36百

万円、経常損失は５億68百万円、当期純損失は５億35百万円となりました。

(2）財政状態

当事業年度のキャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、２億79百万円となり前年同期比１億１百

万円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、２億37百万円の減少となりました。これは主に、税引前当期純損失が５

億４百万円となりましたが、仕入債務が２億64百万円増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、１億29百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の売却に

よる収入２億53百万円と、システムバスの生産用金型等の有形固定資産の取得による支出１億44百万円によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、２億９百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加２億

10百万円によるものであります。
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(3）次期の見通し

　今後のわが国経済の見通しにつきましては、米国経済の失速懸念、原油価格の高騰、金融緩和による金利上昇など

の不安材料もありますが、引き続き堅調に推移するものと思われます。

  住宅設備業界におきましては、当社の主要な事業領域である北海道・東北地区における新設戸建住宅の低迷からリ

フォーム市場を中心とした企業間競争が一層激化し、厳しい市場環境が続くものと思われます。

　このような環境のもと、当社は対処すべき課題に記載のとおり、経営改善に取り組んでまいります。

　中間期の業績見通しにつきましては、売上高90億円、経常利益50百万円、中間純利益20百万円を予想しております。

次期の当社の配当金につきましては、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせていただきます。

なお、平成18年８月10日付で当社とエア・ウォーター株式会社との株式交換実施により、当社は平成18年８月４日

に上場廃止となる予定でありますので、通期の業績見通しは公表いたしません。

(4）事業等のリスク

 　　当社の事業展開上、リスクとなる可能性がある主な事項は次のとおりです。

①市場

　当社が製造・販売するシステムバス及び換気システム等は、ハウスメーカー・ホームビルダー等への直接販売

及び販売店等へのルート販売を行っておりますが、新設住宅着工戸数の動向、納入するハウスメーカー等の住宅

仕様の変更によって影響を受ける可能性があります。

②安全・品質

　当社はシステムバス及び換気システムの製造・販売等を行っておりますが、リコールや製造物責任賠償につな

がるような製品の欠陥は、当社の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、製造物責任賠償については保険を付保しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を充分カバー

できる保証はありません。

　これらの他にも、様々なリスクが存在しており、ここに記載されたリスクが当社のリスクの全てではありません。
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４．財務諸表等
(1）貸借対照表

第１期
（平成17年３月31日）

第２期
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 178 279 101

２．受取手形 623 643 20

３．売掛金 ※５ 1,958 2,033 74

４．商品 57 55 △2

５．製品 71 64 △6

６．原材料 868 912 44

７．未成工事支出金 2 3 0

８．貯蔵品 62 38 △23

９．前払費用 2 4 1

10．未収入金 540 464 △75

11．その他 5 0 △4

12．貸倒引当金 △6 △8 △1

流動資産合計 4,365 71.1 4,493 75.7 128

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 684 618  

減価償却累計額 291 392 285 333 △59

２．構築物 70 70  

減価償却累計額 62 7 63 6 △1

３．機械装置 142 142  

減価償却累計額 100 41 106 35 △5

４．車輌運搬具 ※４ 60 56  

減価償却累計額 54 5 52 4 △1

５．工具器具備品 821 858  

減価償却累計額 539 281 588 269 △12

６．土地 440 422 △18

７．建設仮勘定 1 － △1

有形固定資産合計 1,171 19.1 1,071 18.1 △100
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第１期
（平成17年３月31日）

第２期
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

(2）無形固定資産  

１．ソフトウエア 23 17 △6

２．電話加入権 20 13 △7

無形固定資産合計 44 0.7 30 0.5 △13

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 345 187 △157

２．関係会社株式 13 － △13

３．更生債権等 14 7 △7

４．長期前払費用 101 69 △31

５．敷金 69 73 4

６．その他 32 7 △24

７．貸倒引当金 △14 △7 7

投資その他の資産合計 561 9.1 337 5.7 △223

固定資産合計 1,776 28.9 1,439 24.3 △337

資産合計 6,142 100.0 5,933 100.0 △208

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 1,193 1,265 72

２．買掛金 ※５ 2,163 2,355 192

３．短期借入金 ※６ 1,290 1,500 210

４．未払金 257 183 △73

５．未払費用 62 64 2

６．未払法人税等 42 35 △7

７．未払消費税等 18 0 △18

８．前受金 1 1 0

９．預り金 5 7 1

10．賞与引当金 106 95 △11

11．製品保証引当金 8 11 3

12．その他 1 － △1

流動負債合計 5,150 83.8 5,520 93.1 369
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第１期
（平成17年３月31日）

第２期
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

Ⅱ　固定負債  

１．繰延税金負債 21 － △21

２．退職給付引当金 286 285 0

３．その他 48 72 23

固定負債合計 355 5.8 357 6.0 1

負債合計 5,506 89.6 5,877 99.1 371

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１ 1,010 16.5 1,010 17.0 －

Ⅱ　資本剰余金  

(1）資本準備金 483 483 －

資本剰余金合計 483 7.9 483 8.1 －

Ⅲ　利益剰余金  

(1）当期未処理損失 888 1,423 535

利益剰余金合計 △888 △14.5 △1,423 △24.0 △535

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※８ 31 0.5 △13 △0.2 △44

Ⅴ　自己株式 ※３ △1 △0.0 △1 △0.0 0

資本合計 635 10.4 55 0.9 △580

負債・資本合計 6,142 100.0 5,933 100.0 △208
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(2）損益計算書

第１期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高 17,385 100.0 17,636 100.0 250

Ⅱ　売上原価 13,282 76.4 14,057 79.7 774

売上総利益 4,102 23.6 3,578 20.3 △523

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※
2・3

4,296 24.7 4,115 23.3 △181

営業損失 194 △1.1 536 △3.0 342

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息及び配当金 2 2  

２．受取賃貸料 ※１ 18 18  

３．受取手数料 ※１ 22 15  

４．その他 20 63 0.4 10 47 0.2 △16

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 18 21  

２．売上割引 37 40  

３．手形譲渡損 8 8  

４．その他 7 72 0.4 8 78 0.4 6

経常損失 203 △1.1 568 △3.2 365

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※４ 5 5  

２．投資有価証券売却益 － 157  

３．その他 － 5 0.0 10 172 1.0 166

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※５ 3 1  

２．固定資産除却損 ※６ 18 44  

３．退職給付引当金繰入額 43 －  

４．減損損失  ※７ － 57  

５．その他 － 64 0.4 5 109 0.6 44

税引前当期純損失 261 △1.5 504 △2.8 242

法人税、住民税及び事
業税

31 0.2 31 0.2 0

当期純損失 293 △1.7 535 △3.0 242

前期繰越損失 594 888 293

当期未処理損失 888 1,423 535
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(3）キャッシュ・フロー計算書

第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失 △504

減価償却費 203

減損損失 57

退職給付引当金の減少額 △0

賞与引当金の減少額 △11

製品保証引当金の増加額 3

貸倒引当金の減少額 △6

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 21

有形固定資産売却益 △5

有形固定資産売却損 1

有形固定資産除却損 40

投資有価証券売却益 △157

投資有価証券売却損 0

売上債権の増加額 △94

たな卸資産の増加額 △9

仕入債務の増加額 264

未払金の減少額 △73

その他資産の減少額 110

その他負債の減少額 △24

小計 △186

利息及び配当金受取額 2

利息の支払額 △22

法人税等の支払額 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー △237
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第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅱ　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 △144

有形固定資産の売却による収入 40

無形固定資産の取得による支出 △2

投資有価証券の取得による支出 △4

投資有価証券の売却による収入 253

関係会社清算による収入 13

その他 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー 129

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額 210

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 209

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

101

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 178

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 279

（注）前事業年度については、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたので、キャッシュ・フロー計算書は

記載しておりません。 
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(4）損失処理案

第１期
（平成17年３月期）

第２期
（平成18年３月期）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　当期未処理損失 888 1,423

Ⅱ　次期繰越損失 888 1,423

－ 12 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第１期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は、平成16年４月１日に株式会社エア・ウォーター・

リビングと合併し、販売強化による事業拡大に努めるとと

もに様々なコスト削減に取り組んでまいりました。しかし

ながら、合併・効率化に伴う体制変革時における初期的な

混乱、シンフォニア及びシステムキッチン等の新商品の販

売促進策の遅れ、さらに市場シェアの高い北海道・東北地

区における競争激化等の影響を受け、売上高は当初計画を

下回ることとなりました。この結果、連結営業キャッシュ

フローは268百万円の黒字を確保したものの、194百万円の

営業損失を計上することとなりました。当該状況により、

営業損失が継続することとなったため、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。当該状況を解消す

るため、当社といたしましては、昨年４月の合併以来、継

続的に実施した様々な施策を成果として確実に実現すべく、

経営改善に取り組んでまいります。

①コストダウンの追求

　本年１月より北上商品センターを水戸商品センターに

統合しましたが、今後は物流体制の効率化等を早期に実

現し、一層のコストダウンに取り組んでまいります。ま

た、ヤマハリビングテック株式会社殿との業務提携に基

づき、同社システムバスのＦＲＰ成形品の製造委託を受

けたことから、生産稼動率のアップによるシステムバス

のトータルコストダウンに取り組んでまいります。

②新商品の上市による販売数量の回復

　戸建住宅向け普及タイプ型のシステムバスを全面リ

ニューアルし、バスルーム全体の断熱性を高めるととも

に、業務提携先であります株式会社長府製作所殿のミス

トサウナ機能を搭載した「ソシエⅡ」を本年４月に上市

しました。寒冷地での知恵を活かした暖かい浴室をテー

マに省エネ時代に相応しい提案を行い、戸建住宅向けシ

ステムバスの販売数量の回復に取り組んでまいります。

③業務提携を活かして「水まわりの専門メーカー」へシフト

　ヤマハリビングテック株式会社殿と共同開発した中高

級システムバス「シンフォニア」の拡販に注力してまい

ります。また、シンフォニアの持つ各種付帯機能のうち、

ミストサウナの効用に特化した販売促進策を実施し、拡

販に努めてまいります。加えて、「ヤマハ」ブランドの

システムキッチン、洗面化粧台の積極的な販売に取組み、

「浴室の専門メーカー」から「水まわりの専門メーカー」

への地歩を固めてまいります。

　また、ミストサウナの効果を体験する場所、システムキッ

チンを間近に見ていただける場所として、昨年より進め

てきましたヤマハリビングテック株式会社殿及びエア・

ウォーターグループとのショールーム共同展開をさらに

推進するとともに、テレビ、ラジオ等のマスメディアを

活用し、収益改善に取り組んでまいります。

　引き続きエア・ウォーターグループとの連携を図り、経

営基盤の強化に取り組んでまいります。

　従いまして、財務諸表は、継続企業を前提として作成さ

れており、上記の重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。

　当社は、システムバスのトータルコストダウンに努める

とともに、戸建住宅向け普及タイプ型システムバスを新た

に上市し、販売数量の回復に取り組んできました。しかし

ながら、市場シェアの高い北海道・東北地区の新築戸建住

宅の減少に加え、悪質リフォーム業者の社会問題化などに

よるリフォームマインドの低下等から売上高は当初計画を

下回りました。この結果、営業キャッシュフローは2億37百

万円減少するとともに、5億36百万円の営業損失を計上する

こととなりました。当該状況により、営業損失が継続する

こととなったため、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

　当該状況を解消すべく、昨年発売した戸建システムバス

「ソシエⅡ」をモデルチェンジし、より寒冷地の生活に適

した保温性の優れたシステムバス「ソシエⅢ」を本年２月

に上市し、システムバスの販売強化に努めてまいります。

また、リフォーム市場においては、昨年までに充実した共

同ショールームを徹底活用し、システムキッチン、洗面化

粧台等の水まわり商品全般の拡販に努めるとともに、「シャ

ワー＆パウダー」の直販体制を組織化し、増販に取り組ん

でまいります。

　さらに、廃木材・廃プラスチックの再生リサイクル事業

を行うエア・ウォーター株式会社エコロッカ事業部との連

携を強化し、戸建住宅を中心にエクステリア材としての「エ

コロッカ」商材の拡販に努めるとともに、今後の住宅設備

機器業界の動向を注視し、経営改善に取り組んでまいりま

す。

　加えて、当社は、親会社であるエア・ウォーター株式会

社を完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換契

約書を、平成18年５月17日付で締結いたしました。

　従いまして、財務諸表は、継続企業を前提として作成さ

れており、上記の重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。
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重要な会計方針

項目
第１期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（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

子会社株式

……移動平均法による原価法

──────

 

その他有価証券

時価のあるもの

……決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

……移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品・製品・原材料・貯蔵品

……総平均法による原価法

(1）商品・製品・原材料・貯蔵品

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．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

…定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

(1）有形固定資産

同左

 

建物　　　　　　　　２～36年

構築物　　　　　　　２～14年

機械装置　　　　　　２～11年

車輌運搬具　　　　　２～５年

工具器具備品　　　　２～20年

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

…社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

同左

その他

…定額法

──────

 

(3）長期前払費用

…定額法

(3）長期前払費用

同左

 

 

（耐用年数の変更） 

　当事業年度より、工具器具備品のうち展

示品及び貸出品については、耐用年数を５

年から３年に変更しております。

　これは、展示及び貸出を行う期間が主に

３年以内という実態に合わせたことによる

変更であり、この変更に伴い、従来と同じ

耐用年数によった場合に比べて減価償却費、

経常損失及び税引前当期純損失は、15百万

円多く計上されております。
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項目
第１期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権及び破産更生債権

等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支払に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異（43百万円（合

併後））については、残存期間（１年）で

費用処理しております。数理計算上の差異

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

ぞれ発生の翌期から費用処理することとし

ております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末

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。

　数理計算上の差異は、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

ら費用処理することとしております。

（追加情報） 

　当社は、適格退職年金制度及び退職一時

金制度を併用しておりましたが、平成17年

10月１日より複数の退職金算定方式を「ポ

イント制退職金制度」に統一するとともに、

適格退職年金制度を廃止しております。当

社は当該制度の改定にあたり、「退職給付

制度の移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用し、その結

果、特別利益として９百万円計上しており

ます。

(4）製品保証引当金

　製品のアフターサービス費用の支出に

備えるため、売上高に対する過去の実績

率に基づく当期負担額を見積計上してお

ります。

(4）製品保証引当金

同左

５．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

６．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ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　同左

－ 15 －



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）

 　当事業年度から「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」（企業会計基準委員会　平

成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。

これにより税引前当期純損失が57百万円増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規

則に基づき当該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

第１期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（損益計算書）

１．前期まで区分掲記していた「受取利息」と「受取配当

金」は、金額的重要性が乏しくなったため、一括掲記し

ました。 

２．前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してい

た「手形譲渡損」は、当期において、営業外費用の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前期の「手形譲渡損」は２百万円であります。

 ──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

第１期
（平成17年３月31日）

第２期
（平成18年３月31日）

※１　授権株式数及び発行済株式総数 ※１　授権株式数及び発行済株式総数

　(1）授権株式数 　(1）授権株式数

普通株式 187,000,000株 普通株式 187,000,000株

　(2）発行済株式総数 　(2）発行済株式総数

普通株式 46,814,000株 普通株式 46,814,000株

　２　欠損填補　

　　　平成15年６月27日開催の定時株主総会において下記

の欠損填補を行っております。

　２　欠損填補　

　　　平成15年６月27日開催の定時株主総会において下記

の欠損填補を行っております。

資本準備金 2,320百万円

利益準備金 236百万円

資本準備金 2,320百万円

利益準備金 236百万円

※３　自己株式保有数 ※３　自己株式保有数

普通株式 15,330株 普通株式 16,790株

※４　取得価額から控除している圧縮記帳額は、下記のと

おりであります。

 ──────

車両運搬具 13百万円    

※５　関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

 ──────

売掛金 81百万円

買掛金 48

   

  

※６　当社においては運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は、次のとおりであります。

※６　当社においては運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は、次のとおりであります。

当座貸越極度額 2,300百万円

借入実行残高 1,290

差引額 1,010

当座貸越極度額 2,050百万円

借入実行残高 1,500

差引額 550

　７　資本の欠損の額は889百万円であります。 　７　資本の欠損の額は　 1,425百万円であります。

※８　配当制限

　　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は31百万円であ

ります。

 ──────
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（損益計算書関係）

第１期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま
す。

※１　関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま
す。

受取賃貸料 13百万円 受取賃貸料 3百万円
受取手数料 14 

※２　販売費及び一般管理費
　販売費に属する費用のおおよその割合は63％であり、
一般管理費に属する費用のおおよその割合は
37％であります。
　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費
　販売費に属する費用のおおよその割合は71％であり、
一般管理費に属する費用のおおよその割合は29％であ
ります。
　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 347百万円
運賃 434
製品保証引当金繰入額 8
貸倒引当金繰入額 11
給料手当 1,459
法定福利費 198
賞与引当金繰入額 106
退職給付費用 38
賃借料 385
減価償却費 111

広告宣伝費 291百万円
運賃 472
製品保証引当金繰入額 11
貸倒引当金繰入額 2
給料手当 1,433
法定福利費 200
賞与引当金繰入額 95
退職給付費用 42
賃借料 302
減価償却費 126

※３　研究開発費の総額
　一般管理費に含まれる研究開発費

※３　研究開発費の総額
　一般管理費に含まれる研究開発費

141百万円 127百万円

※４　固定資産売却益の主な内訳 ※４　固定資産売却益の主な内訳
建物 2百万円
車輌運搬具 1
工具器具備品 2

工具器具備品 4百万円
  
  

※５　固定資産売却損の主な内訳 ※５　固定資産売却損の主な内訳
土地 2百万円 工具器具備品 1百万円

※６　固定資産除却損の主な内訳 ※６　固定資産除却損の主な内訳
建物 15百万円
工具器具備品 1

建物 31百万円
工具器具備品 6

※７　減損損失　　　　　　　　　　　　　　57百万円

(1)減損損失を認識した主な資産

　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。

（百万円）
地域 用途 種類 減損損失

西日本 営業所
建物等 20

その他 7

その他 遊休資産

土地 0

電話加入権 5

リース資産 24

(2)減損損失の認識に至った経緯

　西日本地区は、継続的に営業損失を計上しており、かつ
キャッシュ・フローの見積総額が各資産の帳簿価額を下回
るため減損損失を認識しております。
　また、地価等が下落している遊休資産については、帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識しており
ます。
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第１期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3)資産のグルーピングの方法

　当社は、支店・営業所の資産については、北海道・東
北・東日本・西日本の４地区単位でグルーピングを行い、
本社及び商品センターは共有資産としております。
　貸与資産及び将来の使用が見込まれていない遊休資産に
ついては、個々の物件単位でグルーピングをおこなってお
ります。

(4)回収可能価額の算定方法等

　回収可能価額は、土地の正味売却可能額のみと見積もら
れ、時価の算定方法は相続税評価額を使用しております。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第１期
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

 第２期
（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

 （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 279百万円

現金及び現金同等物 279
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①　リース取引

第１期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

車輌運搬具 57 15 42

工具器具備品 62 38 23

無形固定資産 71 29 41

合計 190 83 107

取得価
額相当
額
(百万
円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万
円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万
円）

期末残
高相当
額
(百万
円)

車輌運搬具 65 21 － 44

工具器具備品 55 45 1 9

無形固定資産 71 44 24 2

合計 192 111 25 56

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

（注）　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等

１年内 38百万円

１年超 68

合計 107

未経過リース料期末残高相当額

１年内 21百万円

１年超 35

合計 56

リース資産減損勘定の残高 24

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

（注）　　　　　　 同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 61百万円

減価償却費相当額 61

支払リース料 40百万円

リース資産減損勘定の取崩額 0

減価償却費相当額 40

減損損失 25

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

によっております。

同左
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②　有価証券

　前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）までは連結財務諸表を作成しておりましたので、

前事業年度末における有価証券の状況は記載しておりません。

　なお、前事業年度末における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるも

の
株式 23 30 6

貸借対照表計上額が取得原価を超えない

もの
株式 54 34 △19

合計 77 64 △13

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年４月１日 （自　平成17年４月１日 

　　至　平成17年３月31日） 　 至　平成18年３月31日）

売却額 （百万円） － 253

売却益の合計額 （百万円） － 157

売却損の合計額 （百万円） － 0

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非公開株式 122

　（注）　減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処理

を行っております。

③　デリバティブ取引

　前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当事業年度（自　平成17年４月１日　至　

平成18年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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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）までは連結財務諸表を作成しておりましたので、

前事業年度における退職給付に関する注記は記載しておりません。

当事業年度（自　平成17年度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

当社は退職一時金制度を採用しております。

　従来は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を併用しておりましたが、平成17年10月１日より複数の退職金

算定方式を「ポイント制退職金制度」に統一するとともに、適格退職年金制度を廃止しております。

２．退職給付債務に関する事項

（単位：百万円）

第２期
（平成18年３月31日）

イ．退職給付債務 288

ロ．年金資産 －

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） 288

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 －

ホ．未認識数理計算上の差異 △3

ヘ．未認識過去勤務債務 －

ト．貸借対照表計上額純額
（ハ＋ニ＋ホ＋へ）

285

チ．前払年金費用 －

リ．退職給付引当金（ト－チ） 285

３．退職給付費用に関する事項

第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

イ．勤務費用 42百万円

ロ．利息費用 5

ハ．期待運用収益 －

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 －

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 △5

ヘ．過去勤務債務の費用処理額 －

ト．臨時に支払った割増退職金 －

チ．退職給付費用
（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト）

42

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

第２期
（平成18年３月31日）

イ．割引率 2％

ロ．期待運用収益率 2％

ハ．退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準

ニ．数理計算上の差異の処理年数 5年

（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するこ
ととしております。）
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⑤　税効果会計

第１期
（平成17年３月31日）

第２期
（平成18年３月31日）

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

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

繰延税金資産 百万円

投資有価証券評価損 8

賞与引当金損金算入限度超過額 42

製品保証引当金繰入否認額 3

貸倒引当金損金算入限度超過額 2

退職給付引当金損金算入限度超過額 115

繰越欠損金 3,165

その他 1

繰延税金資産　小計 3,340

評価性引当額 △3,340

繰延税金資産　合計 －

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △21

繰延税金負債　合計 △21

繰延税金負債の純額 △21

繰延税金資産 百万円

投資有価証券評価損 21

その他有価証券評価差額金 5

賞与引当金損金算入限度超過額 38

製品保証引当金繰入否認額 4

貸倒引当金損金算入限度超過額 3

退職給付引当金損金算入限度超過額 115

減損損失 23

繰越欠損金 2,572

その他 6

繰延税金資産　小計 2,790

評価性引当額 △2,790

繰延税金資産　合計 －

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

　当社は税引前当期純損失が261百万円発生しており、

かつ、税務上の課税所得も発生しないため、記載を省略

しております。

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

　当社は税引前当期純損失が504百万円発生しており、

かつ、税務上の課税所得も発生しないため、記載を省略

しております。

⑥　持分法損益等

該当事項はありません。
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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）までは連結財務諸表を作成しておりましたので、

前事業年度における関連当事者との取引に関する注記は記載しておりません。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
(百万円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任
等
(人)

事業上の
関係

親会社

エア・

ウォー

ター㈱

札幌市

中央区
15,513 (注)１

直接

70.2

兼任

－

製品の販

売
製品の販売 224

受取手

形及び

売掛金

52

　（注）１．エア・ウォーター㈱の事業の内容は次のとおりです。

鉄鋼・化学・エレクトロニクス向けガス供給、産業機材販売、医療ガス供給、医療機器販売、医療サービス、

福祉介護事業、ＬＰＧ供給、天然ガス供給等

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

取引についてはいずれも市場価格を勘案の上、価格交渉を行い、一般取引条件と同様に決定しております。

３．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高のうち、消費税等課税取引に係るものには消費税

等は含まれております。

(2）兄弟会社等

属性 会社名 住所
資本金
(百万円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任
等
(人)

事業上の
関係

親会社の

子会社

エア・

ウォー

ター化成

㈱

茨城県

水戸市
100

システムバ

スの製造
－

兼任

3

部材の仕

入
部材の仕入 1,866

支払手

形及び

買掛金

178

原材料の

販売
原材料の売上 915

受取手

形及び

売掛金

217

大宝産業

㈱

東京都

港区
95

高圧ガス等

の販売
－ －

原材料の

仕入
原材料の仕入 5,133

支払手

形及び

買掛金

1,912

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

取引についてはいずれも市場価格を勘案の上、価格交渉を行い、一般取引条件と同様に決定しております。

２．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高のうち、消費税等課税取引に係るものには消費税

等は含まれております。
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（１株当たり情報）

第１期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（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 13.59円

１株当たり当期純損失金額 6.27円

１株当たり純資産額 1.18円

１株当たり当期純損失金額 11.45円

　なお、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が計上されており、また、潜

在株式がありませんので記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されており、また、潜

在株式がありませんので記載しておりません。

　（注）　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。

第１期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第２期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純損失（百万円） 293 535

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損失（百万円） 293 535

期中平均株式数（千株） 46,801 46,798

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社は、平成18年5月17日開催の取締役会において、当社の親会社であるエア・ウォーター株式会社を完全親会社とし、

当社を完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日、平成18年8月10日を株式交換期日とする株式交換契約書を締

結いたしました。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

事業部門等の名称
当事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

住設機器（百万円） 7,673 －

合計（百万円） 7,673 －

　（注）１．金額は、販売価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前事業年度については、連結数値で作成しておりましたので、前年同期との比較は行っておりません。

(2）受注状況

　　当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

事業部門等の名称
当事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

住設機器（百万円） 17,636 －

合計（百万円） 17,636 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前事業年度については、連結数値で作成しておりましたので、前年同期との比較は行っておりません。
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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）その他の役員の異動

平成18年６月29日開催予定の定時株主総会をもって退任を予定しております。

取締役　　川田　博一

取締役　　渋江　幹男

取締役　　雨宮　康司 

取締役　　鈴木　博昭 

－ 27 －


