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平成１８年３月期  決算短信(連結)            
平成１８年５月１９日 

会 社 名  松本建工株式会社              上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  １７７９                  本社所在都道府県  北海道 

（ＵＲＬ  http://www.matsuken.co.jp/） 

代 表 者  役 職 名 代表取締役社長 

        氏    名 松本 節也 

問い合わせ先  責任者役職名 常務取締役経営企画室長 

        氏    名 三浦 正範          ＴＥＬ（０１１）７４１－２２５９ 

決算取締役会開催日  平成１８年５月１９日 

米国会計基準採用の有無    無 

 

１．１８年３月の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 

（1）連結経営成績                  （注）記載事項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 １３，１７２ （ １．０） １４９ （△７２．９） ２１３ （△５９．５）

１７年３月期 １３，０３６ （ ２．６） ５５３ （△４．６） ５２７ （１５．３）

 

 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 １４５ （△４１．８） １８ ４３ ─  ３．１ １．１ １．６

１７年３月期 ２５０ （６３．４） ３１ ５２ ─  ５．４ ２．９ ４．０

（注）１.持分法投資損益    １８年３月期       △２５百万円 １７年３月期         １百万円 

２.期中平均株式数(連結) １８年３月期 ７，９２２，１５５株   １７年３月期 ７，９５３，９６４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 

 

（2）連結財政状態 

 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 ２０，１９３ ４，７７８ ２３．７ ６０３ ５８

１７年３月期 １８，１２４ ４，６４８ ２５．６ ５８６ ４４

（注）期末発行済株式数(連結)  １８年３月期 ７，９１６，５８３株 １７年３月期 ７，９２７，１８３株 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 ４５０ △８８４ ７４０ １，１８６

１７年３月期 ６９６ △９８８ ２９７ ９１２

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
    連結子会社数 ４社  持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社 

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

    連結（新規） １社 （除外） １社 持分法（新規） －社 （除外） １社 

 

２．１９年３月期の連結業績予想（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 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 ６，２９５ ２８３ １２７

通   期 １２，０１４ ４２１ １９１

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）２４円１５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、業績の変化等により上記予想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６ページを参照して下さい。 
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１．企業集団等の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、松本建工株式会社（当社）、子会社７社及びその他の関係会

社１社により構成されており、事業の内容は、建築請負事業、不動産販売事業、製品（ウレタン断熱パネル等

製品）の製造販売事業、商品（建築資材）・輸入商品の販売事業、土地区画整理事業の業務代行及びその他事

業を行っております。 

 ㈱テックハウジングジャパンについては、重要性が増加したため当連結会計年度から連結の範囲に含めるこ

とといたしました。 

 従来、連結子会社でありました㈱ＭＫファイナンス（旧松建ウッドテック㈱）は休眠会社となり重要性がな

くなったため当連結会計年度から連結の範囲より除外いたしました。 

 また、従来、持分法適用会社でありました三井物産ハウステック㈱は、平成18年３月31日に所有株式全株を

譲渡しましたので持分法適用会社から除外しました。 

 なお、従来、非連結子会社でありました㈱グレン・ディンプレックス・ジャパンは、当連結会計年度におい

て解散しております。 

 

 当社、主要な子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 

ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の建築、

販売 

当社 

㈱テックハウジングジャパン 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 

住
宅
事
業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 

㈱グロバリー 

HOME TECHNOLOGY 

INTERNATIONAL, INC.

Ｆ
Ｐ
事
業 

ウレタン断熱パネル等製品の販売 

建築資材の販売 

当社 輸入材、資材の調達先 

㈱グロバリー 

HOME TECHNOLOGY 

INTERNATIONAL, INC.

輸
入
販
売
事
業 

建築資材及び住宅関連商品の輸入販売 当社 

㈱グロバリー 

 

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施

する土地区画整理事業についての業務代行

者として、工事の施工、事業資金の融資 

当社  

南
あ
い
の
里
事
業 

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施

する土地区画整理事業についての業務代行

者として、保留予定地の買取 

㈲メトリックス  

住宅ローンの事務代行及び管理業務 ㈱ＭＫファイナンス  
そ
の
他
事
業 

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  
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事 業 の 系 統 図 
 

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

一
般
顧
客

住
宅
事
業 

当
社
（
松
本
建
工
㈱
）

○
㈱
グ
ロ
バ
リ
ー 

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
Ｙ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｌ 

 

Ｉ
Ｎ
Ｃ
． 

○松建ホームテック㈱
・増改築・補償工事 ・補償工事の委託

Ｆ
Ｐ
事
業

そ
の
他
事
業 

・ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売 

Ｆ
Ｐ
グ
ル
ー
プ
会
員 

・ＦＰ工法 
住宅建築
の請負 

・ウレタン断熱パネル等製品の販売

・住宅関連商品の
輸入販売 

㈱松建商事 

・販売促進 
ツール等の販売 

○㈱グロバリー 

・建築資材及び住宅関連商品の輸入販売 
輸
入
販
売

事
業 

・遮断ルーフ等製品の販売 

 子会社 
 
○印は連結
子会社 

○松建不動産流通㈱
・不動産の売買、仲介 

・ＦＰ工法住宅等 
 建築の請負 

南
あ
い
の
里
事
業

・札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施す
る土地区画整理事業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融資、保留予定地
の買取 

札
幌
市
南
あ
い
の
里

土
地
区
画
整
理
組
合

当
社
・ 

㈲
メ
ト
リ
ッ
ク
ス

・ＦＰ工法住宅等建築の請負 

○㈱テックハウジングジャパン

・ＦＰ工法住宅 
 建築の請負 ・ウレタン断熱

 パネル等製品
 の販売 

・建築資材・商品
の輸出販売 

㈱ＭＫファイナンス

・住宅ローンの事務 
 代行及び管理業務 

・建築資材の販売 
・製品、商品の運送取扱 
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２．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

   当企業集団は、創業以来変わることなく、お客様の視点に立つ「住まい」を提供すること、すなわ

ち「快適さ」、「健康的」、「省エネルギー」、「耐久性」をキーワードに、良質で資産価値の高い家作り

をすることを基本方針として、長期継続的に企業価値を高めることを目指して、経営の効率化や収益

性の向上による企業基盤の強化を図っております。 

 

（２）会社の利益配分の基本方針 

   当企業集団は、株主への利益還元を経営の重要政策として位置づけております。今後も財務体質の

強化および経営環境の変化に対応するための内部留保金の確保などを総合的に勘案し、適正な利益還

元を安定的にすべきものと考えております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

   当社は、個人投資家の株式市場への参加を促進し、株式の流動性を高める有用な施策のひとつと考

えております。投資単位の引下げにつきましては、業績、市況等を勘案し、その費用ならびに効果等

を慎重に検討し、対処していく所存であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

   株主利益の観点から、収益性と資本効率を高め、連結株主資本利益率（ROE)10.0％以上を長期的な

目標としております。 

 

（５）中長期的な経営戦略と当企業集団の対処すべき課題 

   当企業集団は、快適な住生活の実現に向けて地球環境を保全する観点から、エネルギー、資源、廃

棄物などの面で充分な配慮がなされ、また、周辺の自然環境と親密に美しく調和した、健康で快適に

生活できるよう工夫された環境共生住宅の提供を目指します。 

   CO2 削減や温暖化防止など地球環境問題への対応強化や、循環型社会構築の必要性など、いま環境

に対する負荷の少ない持続的な経済社会の実現が求められています。 

   地球温暖化防止のため、京都議定書の発効、地球温暖化対策推進法の制定などで全ての産業がそう

であるように、住宅業界においても CO2 削減のため、省エネ・省資源化対策が最重要課題となってい

ます。 

   そこで CO2 削減効果が理解できる住宅性能を公表し、世界に通用する省エネルギー住宅の実現を目

差しています。 

   省エネルギー性能保証について、住宅の気密測定、換気機能測定、熱損失係数の算出数値を開示す

ることにより、次世代省エネルギー基準以上の性能を保証し、また、壁内無結露 30 年保証により、

住宅の耐久性を高め、廃棄物・資源の有効活用に配慮いたします。 

   また、「住宅の品質確保促進に関する法律」には、ＦＰグループ独自の完成保証、瑕疵保証を含む

ＦＰグループ総合補償制度を導入しております。 

   今後も経営の安定、向上のためにさまざまな効率化、収益力の強化を図り、さらに良質で資産価値

の高い住宅の提供のために努力してまいります。 

 

（６）親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

（７）内部管理体制の整備・運用状況 

   平成 18 年６月に公表予定のコーポレート・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およびその整備の状況」に記載される事項と内容が重複しますので、記載を省略

しております。 

 

（８）その他、会社の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 

 

（１）当連結会計年度の概況 

   当連結会計年度における我が国経済は、雇用情勢や個人消費の伸びなど緩やかな回復の兆しは見え

るものの業界、企業間格差の激しい状況の中で推移いたしました。住宅建築業界においては、新設住

宅着工数が 1,248 千戸（前年同期比 4.7％増）、うち持家については 4％減少の 352 千戸となり若干の

回復感が見受けられるものの、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

   当社グループは、「ゼロエネルギー、100 年住宅」のコンセプトのもと省エネルギー、環境への配

慮を最重点とした高性能、差別化商品の販売に努力してまいりました。 

   また、生産工場の一層の合理化、効率化による製造原価のさらなる圧縮、経費節減に努力いたしま

したが、当連結会計年度は、連結売上高 13,172 百万円（前年同期比 1.0％増）、連結経常利益 213 百

万円（前年同期比 59.5％減）、連結当期純利益は 145 百万円（前年同期比 41.8％減）となりました。 

   事業の種類別の経営成績は下記の通りです。 

 

 （住宅事業） 

   住宅建築請負を行う「住宅事業」については、北海道での住宅展示場（札幌 5ヶ所、旭川市、帯広

市）へのモデルハウス出展を中心とした営業に加え、新たに子会社による関東圏の営業を開始し、現

場見学会、ＦＰ断熱パネル製造工場の見学会等の実施による営業展開の結果、売上高は 3,780 百万円

（前年同期比 11.5％減）、関東圏での営業拠点新設（埼玉県２ヶ所、千葉県 1ヶ所）による経費発生

により営業損失は 174 百万円となりました。 

 （ＦＰ事業） 

   全国のＦＰグループ工務店向けにウレタン断熱パネル等製品の販売、建築資材の販売を行う「ＦＰ

事業」では、企画商品の開発提案、各種営業ツールの提供、工場見学の継続実施等により営業展開を

いたしましたが、売上高は 6,075 百万円（前年同期比 0.2％増）、営業利益は 783 百万円（前年同期

比 9.2％減）となりました。当連結会計年度末のＦＰグループ会員数は 500 社（前年同期比３社減）

となりました。 

 （輸入販売事業） 

   建築資材、住宅関連商品の「輸入販売事業」については営業拠点の整備による営業力の強化、物流

の効率化などによる基盤強化を行った結果、売上高は 3,316 百万円（前年同期比 22.8％増）、営業利

益は 61 百万円（前年同期比 12.6％増）となりました。 

 （南あいの里事業） 

   札幌市南あいの里土地区画整理組合から委託を受け実施している「南あいの里事業」について、宅

地造成工事についての進捗率は全体の 29.1％となっております。なお、本請負工事については、当

連結会計年度においては完成引渡しがなされていないため、損益は発生しておりません。 

 また、同区画整理組合に対する事業資金の融資は 1,883 百万円となっております。 
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（２）次期の見通し 

   次期における我が国経済は、個人消費や雇用の回復基調はあるものの今後も急速な景気の回復は見

込まれず、住宅建築業界においても引き続き需要は低迷するものと予想されます。このような環境の

中、環境に充分な配慮がなされた高品質で資産価値の高い住宅を作るとともに、快適な住まい、満足

度の高い住宅の提案により、連結売上高は 12,014 百万円（前年同期比 8.8％減）、連結経常利益は 421

百万円（前年同期比 97.2％増）、連結当期純利益は 191 百万円（前年同期比 31.0％増）を計画してお

ります。 

   事業の種類別の見通しは次の通りです。 

 

 （住宅事業） 

   住宅事業では、住宅展示場（札幌５ヶ所、旭川市、帯広市）モデルハウスを中心とした営業を強化

し、現場見学会、ＦＰ断熱パネル製造工場の見学会等により住宅性能の高さによる快適な住まいを全

面にアピールした営業を実施いたします。また、関東地域での営業拠点（埼玉県２ヶ所、千葉県１ヶ

所）の本格営業開始により、売上高については 5,670 百万円（前年同期比 50.0％増）を予想してお

ります。 

 （ＦＰ事業） 

   ＦＰグループ工務店の営業サポートを重点課題として、企画商品の開発提案、各種営業ツールの提

供、工場見学会の継続実施等により「ＦＰの家」のさらなる普及とＦＰグループ会員数の増加を目指

し、省エネルギーと環境に充分配慮された高性能、高品質住宅を提供することにより、売上高 6,328

百万円（前年同期比 4.2％増）を予想しております。 

 （南あいの里事業） 

   宅地造成工事については、5工区のうち 1工区部分の完成に向け工事を進めてまいります。 

 また、必要に応じ区画整理組合に対する事業資金の融資を実施することとしております。 

 （その他事業） 

   当社の製品販売先であるＦＰグループ工務店の営業サポートの一環として、顧客向け住宅ローンの

取扱い代理、ＦＰグループ工務店向けに建築物件にかかる出来高完成保証サービス等の金融関連業務

を開始いたします。 

   初年度においては、売上高 15 百万円を予想しております。 

 

 平成 19 年３月期（平成 18 年度）の通期業績見通しは次の通りです。 

１．連結業績見通し   

 売上高 12,014 百万円 （対前年比  91.2％） 

 営業利益 371 百万円 （対前年比 248.0％） 

 経常利益 421 百万円 （対前年比 197.2％） 

 当期純利益 191 百万円 （対前年比 131.0％） 

２．単体業績見通し   

 売上高 9,763 百万円 （対前年比 105.7％） 

 営業利益 317 百万円 （対前年比 129.1％） 

 経常利益 400 百万円 （対前年比  87.8％） 

 当期純利益 172 百万円 （対前年比  39.3％） 
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（３）財政状態 

  キャッシュフロ－の状況 

   当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により 450 百万円の増加、投資活動により 884

百万円の減少、財務活動により 740 百万円の増加となりました。この結果、現金及び現金同等物の期

末残高は、1,186 百万円（前連結会計年度比 273 百万円増）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） 

   営業活動により得られた資金は、450 百万円（前連結会計年度比 246 百万円減）となりました。こ

れは、税金等調整前当期純利益が 591 百万円計上されましたが、売上債権の減少 886 百万円、棚卸資

産増加 964 百万円、未収入金の増加 205 百万円となったことなどによるものです。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動により使用した資金は、884 百万円（前連結会計年度比 104 百万円減）となりました。こ

れは、投資有価証券の売却による収入 732 百万円と固定資産の取得による支出 259 百万円、貸付によ

る支出 1,292 百万円などによるものです。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動より得られた資金は、740 百万円（前連結会計年度比 442 百万円増）となりました。これ

は借入金の短期・長期合わせて 696 百万円、私募債発行により 1,366 百万円の資金調達がありました

が、借入金の返済による支出 861 百万円、私募債償還による支出 337 百万円、配当金の支払額 118 百

万円などによるものです。 

 

   なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りであります。 

 18年３月期 17年９月中間期 17年３月期 16年９月中間期 16年３月期 

自己資本比率(％) 23.7 22.8 25.6 24.0 25.6 

時価ﾍﾞｰｽの自己 

資本比率(％) 
20.1 16.9 20.1 15.9 17.8 

債務償還年数(年) 21.2 ― 12.7 199.2 19.1 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・

ﾚｼｵ(倍) 
3.2 ― 5.2 0.4 3.4 

   (注)自己資本比率          ：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率    ：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 

     中間期末における債務償還年数  ：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２） 

     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、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ※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、連結キャッシュ・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、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・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）事業等のリスク 

   以下において、当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項

を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項であっても、投資者の投資判断上

重要または有益であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以

下に記載しております。なお、当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の

回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

   また、以下の記載は、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在

において判断したものであります。 

 

  ①為替変動による影響について 

   当社は、自社で製造するウレタン注入発泡方式によるウレタン断熱パネルを、住宅事業で建築する

住宅の壁材・床材に用い、また、ＦＰ事業では、ＦＰグループ会員である各地の工務店に対しウレタ

ン断熱パネル等製品を主に販売しております。 

   当社製品に使用される原材料のうちツーバイフォー材や集成材等は、主に北米より輸入しておりま

す。当社グループは仕入に係る買掛金債務について為替リスクを有しております。実需の範囲内で、

輸入仕入計画に基づく将来の輸入木材等に係る必要外貨を踏まえ、為替変動リスクを回避し安定的な

原価確定を図る目的で為替予約等を行っております。しかしながら、為替予約により為替相場の変動

を緩和することは可能であっても、すべてこれを排除することは不可能であり、為替相場の変動によ

り当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

  ②原材料の市況変動の影響について 

   当社で製造する製品の主原料は木材であり、原材料の仕入値は国際的な木材市場（主に北米市場及

び国内）と関係があります。木材市況が上昇する局面では取引業者からの価格引き上げ要請が考えら

れ、当社では随時市況価格を注視しながら価格交渉にあたっておりますが、今後、木材価格が大幅に

変動した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 

 (1) 比較連結貸借対照表   

 比較増減 

 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日) 

(△は減) 

区 分 金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 金額(千円)

(資産の部)  ％  ％ 

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  1,186,012 912,227  273,784

 ２ 受取手形、完成工事 
   未収入金及び売掛金 

 2,268,365 2,456,880  △188,515

 ３ 棚卸資産  4,017,257 3,052,854  964,402

 ４ 繰延税金資産  174,270 214,869  △40,598

 ５ その他  1,485,162 909,326  575,836

    貸倒引当金  △194,110 △147,823  △46,287

  流動資産合計  8,936,956 44.3 7,398,335 40.8 1,538,621

    

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 4,735,098 4,787,978   

    減価償却累計額 2,585,174 2,149,924 2,523,976 2,264,002  △114,077

  (2) 機械装置及び 
    運搬具 

2,715,160 2,929,599   

    減価償却累計額 2,272,555 442,604 2,365,571 564,027  △121,422

  (3) 土地  3,487,572 3,419,779  67,792

  (4) 建設仮勘定  53,496 31,448  22,048

  (5) その他 363,621 509,666   

    減価償却累計額 283,745 79,875 422,172 87,493  △7,617

  有形固定資産合計  6,213,474 30.8 6,366,751 35.1 △153,276

 ２ 無形固定資産    

  (1) その他  330,531 324,917  5,613

  無形固定資産合計  330,531 1.6 324,917 1.8 5,613
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 比較増減 

 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日) 

(△は減) 

区 分 金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 金額(千円)

    

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  1,330,711 1,410,307  △79,596

  (2) 長期貸付金  1,951,396 1,276,748  674,647

  (3) 繰延税金資産  － 7,792  △7,792

  (4) その他  1,409,141 1,361,951  47,189

     貸倒引当金  △37,518 △47,368  9,849

  投資その他の資産合計  4,653,730 23.0 4,009,432 22.1 644,297

  固定資産合計  11,197,736 55.4 10,701,101 59.0 496,635

    

Ⅲ 繰延資産    

 １ 開業費  28,508 3,901  24,606

 ２ 社債発行費  30,116 20,833  9,283

  繰延資産合計  58,625 0.3 24,735 0.2 33,889

  資産合計  20,193,318 100.0 18,124,171 100.0 2,069,146
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 比較増減 

 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日) 

(△は減) 

区 分 金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 金額(千円)

(負債の部)  ％  ％ 

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形、工事 
   未払金及び買掛金 

 1,874,362 1,620,247  254,114

 ２ 短期借入金  3,136,000 3,834,800  △698,800

 ３ 未払法人税等  303,611 140,731  162,880

 ４ 未成工事受入金  1,325,781 －  1,325,781

 ５ 完成工事補償引当金  14,537 19,913  △5,375

 ６ その他  1,116,097 1,464,021  △347,923

  流動負債合計  7,770,391 38.5 7,079,713 39.1 690,677

    

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  1,987,500 1,162,500  825,000

 ２ 長期借入金  3,881,090 3,569,900  311,190

 ３ 預り保証金  1,303,350 1,290,969  12,381

 ４ 退職給付引当金  82,100 75,975  6,124

 ５ 役員退職慰労引当金  321,563 296,180  25,383

 ６ 繰延税金負債  63,178 －  63,178

 ７ その他  5,874 142  5,732

  固定負債合計  7,644,656 37.8 6,395,667 35.3 1,248,989

  負債合計  15,415,047 76.3 13,475,380 74.4 1,939,666

    

(少数株主持分)    

  少数株主持分  － － － － －

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  1,063,542 5.3 1,063,542 5.9 －

Ⅱ 資本剰余金  1,253,785 6.2 1,253,785 6.9 －

Ⅲ 利益剰余金  2,089,583 10.3 2,070,576 11.4 19,006

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 377,916 1.9 262,233 1.4 115,683

Ⅴ 自己株式  △6,558 △0.0 △1,348 △0.0 △5,210

  資本合計  4,778,270 23.7 4,648,790 25.6 129,479

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計 

 20,193,318 100.0 18,124,171 100.0 2,069,146
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 (2) 比較連結損益計算書 

 
当連結会計年度 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

比較増減 
(△は減) 

区 分 金額(千円) 百分比 金額(千円) 百分比 金額(千円) 

 ％ ％ 

Ⅰ 売上高 13,172,136 100.0 13,036,579 100.0 135,557

Ⅱ 売上原価 9,580,549 72.7 9,413,557 72.2 166,992

   売上総利益 3,591,586 27.3 3,623,022 27.8 △31,435

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,441,872 26.2 3,069,996 23.6 371,876

   営業利益 149,714 1.1 553,026 4.2 △403,311

Ⅳ 営業外収益 336,772 2.6 199,940 1.5 136,832

 １ 受取利息及び配当金 67,504 43,803  23,700

 ２ 受取地代家賃 78,516 56,806  21,709

 ３ 事務手数料収入 36,451 18,426  18,025

 ４ 設計料収入 12,496 12,995  △499

 ５ 雑収入 141,804 67,908  73,896

Ⅴ 営業外費用 272,827 2.1 225,216 1.7 47,611

 １ 支払利息 142,572 135,065  7,507

 ２ 貸倒引当金繰入額 15,189 8,677  6,512

 ３ 休止固定資産関連諸費 8,400 10,973  △2,572

 ４ 賃貸物件関連諸費 15,342 26,318  △10,975

 ５ 雑支出 91,321 44,182  47,139

   経常利益 213,659 1.6 527,749 4.0 △314,090

Ⅵ 特別利益 498,694 3.8 8,700 0.1 489,993

 １ 投資有価証券売却益 416,182 －  416,182

 ２ 貸倒引当金戻入額 － 8,700  △8,700

 ３ 保険金収入 82,511 －  82,511

Ⅶ 特別損失 120,399 0.9 17,799 0.1 102,599

 １ 固定資産売却損 4,285 216  4,068

 ２ 固定資産除却損 90,948 9,678  81,269

 ３ 投資有価証券評価損 － 7,904  △7,904

 ４ 製品保証損失 15,356 －  15,356

 ５ その他 9,809 －  9,809

   税金等調整前当期純利益 591,954 4.5 518,651 4.0 73,303

   法人税、住民税及び事業税 413,785 3.2 238,239 1.9 175,546

   法人税等調整額 32,186 0.2 29,684 0.2 2,501

   当期純利益 145,982 1.1 250,727 1.9 △104,744
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 (3) 比較連結剰余金計算書 

 当連結会計年度 前連結会計年度 

 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

比較増減 
(△は減) 

区 分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

    

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,253,785 1,253,785 － 

Ⅱ 資本剰余金期末残高 1,253,785 1,253,785 － 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,070,576 2,177,291 △106,714 

Ⅱ 利益剰余金増加高 145,982 250,727 △104,744 

 １ 当期純利益 145,982 250,727 △104,744 

Ⅲ 利益剰余金減少高 126,975 357,441 △230,466 

 １ 配当金 118,907 95,901 23,006 

 ２ 連結子会社の増加 
   による減少高 

1,359 2,012 △653 

 ３ 連結除外に伴う利益 
   剰余金減少高 

6,708 － 6,708 

 ４ 未処分利益による 
   自己株式消却額 

－ 259,527 △259,527 

Ⅳ 利益剰余金期末残高 2,089,583 2,070,576 19,006 
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 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 当連結会計年度 前連結会計年度 

 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

比較増減 
(△は減) 

区 分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

   税金等調整前当期純利益 591,954 518,651 73,303 

   減価償却費 334,822 385,822 △51,000 

   引当金の増減額 62,569 51,938 10,630 

   支払利息 142,572 135,065 7,507 

   社債発行費償却 24,016 12,916 11,100 

   投資有価証券評価損 － 7,904 △7,904 

   投資有価証券売却益 △416,182 － △416,182 

   固定資産除売却損益 95,233 6,503 88,730 

   売上債権の増減額 886,746 108,182 778,563 

   棚卸資産の増減額 △964,402 △120,734 △843,668 

   仕入債務の増減額 228,806 71,187 157,618 

   未収入金の増減額 △205,867 9,395 △215,262 

   預り保証金の増減額 19,315 5,245 14,069 

   人件費債務の増減額 16,000 34,270 △18,269 

   未払消費税等の増減額 △18,125 7,368 △25,493 

   その他 △31,062 △134,233 103,170 

    小計 766,398 1,099,483 △333,085 

   利息及び配当金の受取額 76,595 44,344 32,250 

   利息の支払額 △142,862 △133,190 △9,672 

   法人税等の支払額 △249,957 △314,030 64,072 

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

450,173 696,607 △246,433 
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 当連結会計年度 前連結会計年度 

 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

比較増減 
(△は減) 

区 分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

   定期預金の預入による 
   支出 

△69,321 △500 △68,821 

   定期預金の払戻による 
   収入 

69,321 9,000 60,321 

   投資有価証券の取得に 
   よる支出 

△30,000 △60,200 30,200 

   投資有価証券の売却に 
   よる収入 

732,022 － 732,022 

   固定資産の取得による 
   支出 

△259,231 △100,880 △158,350 

   投資不動産の取得による 
   支出 

－ △307,000 307,000 

   短期貸付金の増減額 △618,663 △173,988 △444,675 

   長期貸付による支出 △904,000 △378,300 △525,700 

   長期貸付金の回収に 
   よる収入 

229,837 19,239 210,597 

   その他の支出 △66,125 △11,723 △54,401 

   その他の収入 31,475 15,579 15,896 

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

△884,684 △988,773 104,088 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

   短期借入金の増減額 △427,000 △175,000 △252,000 

   長期借入による収入 1,123,990 879,000 244,990 

   長期借入金の返済に 
   よる支出 

△861,600 △1,211,000 349,400 

   社債の発行による収入 1,366,700 976,250 390,450 

   社債の償還による支出 △337,500 △50,000 △287,500 

   自己株式の取得による 
   支出 

△5,210 △24,988 19,777 

   親会社による配当金の 
   支払額 

△118,723 △96,271 △22,451 

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

740,656 297,989 442,666 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額 

15,984 5,234 10,750 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額 

322,128 11,057 311,071 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

912,227 894,000 18,226 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額 

6,598 7,169 △571 

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び 
  現金同等物の減少額 

△54,942 － △54,942 

Ⅸ 現金及び現金同等物の 
  期末残高 

1,186,012 912,227 273,784 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社  (1) 連結子会社 ４社 

  ㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、 

  松建不動産流通㈱、㈱テックハウジングジャパン 

  ㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、 

  松建ウッドテック㈱、松建不動産流通㈱ 

 (2) 非連結子会社  (2) 非連結子会社 

  ㈱松建商事、 

  ㈱ＭＫファイナンス（旧松建ウッドテック㈱）、 

  HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC.、 

  ㈱テックハウジングジャパンについては、重要性

が増加したため当連結会計年度から連結の範囲に含

めることといたしました。 

  また、連結子会社でありました㈱ＭＫファイナン

ス（旧松建ウッドテック㈱）は休眠会社となり重要

性がなくなったため当連結会計年度から連結の範囲

より除外いたしました。 

  なお、従来、非連結子会社でありました㈱グレ

ン・ディンプレックス・ジャパンは、当連結会計年

度において解散しております。 

  上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等（持分に見合う額）はいずれも小

規模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響

は及ぼしておりません。 

  ㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

  HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC.、 

  ㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

  松建不動産流通㈱については、重要性が増加した

ため当連結会計年度から連結の範囲に含めることと

いたしました。 

  上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体と

して連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりませ

ん。 

 (3) 議決権の過半数を所有しているが子会社としな

い会社 

 (3) 議決権の過半数を所有しているが子会社としな

い会社 

  提出会社が議決権の過半数を所有するマクロホー

ム㈱については、有効な支配従属関係が存在しない

と認められることにより、子会社には該当しており

ません。 

     同左 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社  (1) 持分法を適用した関連会社１社 

  従来、持分法適用会社でありました三井物産ハウ

ステック㈱は、平成18年３月31日に所有株式全株を

譲渡しましたので持分法適用会社から除外しまし

た。 

  三井物産ハウステック㈱ 

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連

会社 

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連

会社 

 ・非連結子会社 

  ㈱松建商事、 

  ㈱ＭＫファイナンス（旧松建ウッドテック㈱）、 

  HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC.、 

  従来、非連結子会社でありました㈱グレン・ディ

ンプレックス・ジャパンは、当連結会計年度におい

て解散しております。 

  上記非連結子会社の当期純損益及び利益剰余金等

（持分に見合う額）はいずれも小規模であり、全体

として連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりま

せん。 

 ・非連結子会社 

  ㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

  HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

  上記非連結子会社の当期純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしておりません。 
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当期連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社の決算日と連結決算日は一致してお

ります。 

     同左 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  イ 有価証券   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しております。） 

    時価のないもの 

     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 

     同左 

 

 

    時価のないもの 

     同左 

  ロ 棚卸資産   ロ 棚卸資産 

   商品、製品、仕掛品及び原材料 

    総平均法による原価法 

   商品、製品、仕掛品及び原材料 

     同左 

   未着品、販売用不動産、分譲用不動産及び未成

工事支出金 

    個別法による原価法 

   貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価法 

   未着商品、販売用不動産、分譲用不動産及び未

成工事支出金 

     同左 

   貯蔵品 

     同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  イ 有形固定資産及び投資不動産 

   定率法 

   ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物

（建物付属設備は除く）については、償却方法を

定額法にしております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

   建物及び構築物      14～31年 

   機械装置及び運搬具      10年 

  イ 有形固定資産及び投資不動産 

     同左 

 

  ロ 無形固定資産及び長期前払費用 

   定額法 

   なお、自社利用のソフトウェアの減価償却方法

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。 

  ロ 無形固定資産及び長期前払費用 

     同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

  イ 開業費 

   商法施行規則の規定に基づき５年均等額の償却

を行う方法によっております。 

  ロ 社債発行費 

   商法施行規則の規定に基づき３年均等額の償却

を行う方法によっております。 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

  イ 開業費 

     同左 

 

  ロ 社債発行費 

     同左 
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当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (4) 重要な引当金の計上基準  (4) 重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金   イ 貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

     同左 

  ロ 完成工事補償引当金   ロ 完成工事補償引当金 

   完成工事に係る補償費の支払に備えるため、過

年度の実績を基礎に将来の補償見込を加味した見

込額を計上しております。 

     同左 

  ハ 退職給付引当金   ハ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。 

   数理計算上の差異については、発生の翌連結会

計年度に一括費用処理することとしております。 

     同左 

  ニ 役員退職慰労引当金   ニ 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及

び連結子会社の一部は内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

   当社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社の内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換

算の基準 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換

算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、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。 

     同左 

 (6) 重要なリース取引の処理方法  (6) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

     同左 

 (7) 重要なヘッジ会計の方法  (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  イ ヘッジ会計の方法   イ ヘッジ会計の方法 

   主として繰延ヘッジ処理によっております。な

お、金利スワップについて特例処理の要件を満た

している場合には、特例処理を採用しておりま

す。 

     同左 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象   ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  ヘッジ対象     同左    

   為替予約、通貨オプション  外貨建予定取引 

   及び通貨スワップ 

   金利スワップ        借入金 

 

 

  ハ ヘッジ方針   ハ ヘッジ方針 

   主として将来発生する外貨建債務に対する支払

額の確定及び借入金等に対する金利の変動リスク

の回避あるいは軽減を目的としております。 

     同左 
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当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  ニ ヘッジの有効性評価の方法   ニ ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断して

おります。 

     同左 

 (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項  (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   イ 消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。      同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   連結子会社の資産及び負債の評価については、

全面時価評価法を採用しております。 

   なお、連結子会社は設立時より100％持分会社で

あるため、評価差額は発生しておりません。 

     同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ６．連結調整勘定の償却に関する事項 

   連結子会社は設立時より100％持分会社であるた

め、連結調整勘定は発生しておりません。 

     同左 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

   連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につ

いて連結会計年度中確定した利益処分に基づいて

作成しております。 

     同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金からなっております。 

     同左 

 

   会計処理の変更 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── 

   当連結会計年度から「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。 

   これによる損益に与える影響はありません。 
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   表示方法の変更 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（連結貸借対照表関係） ────── 

１  従来、「未成工事受入金」は流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度において、総資産総額の100分の５を超

えたため区分掲記しました。 

   なお、前連結会計年度の「その他」に含まれ

ている「未成工事受入金」の金額は613,795千円

であります。 

 

  

────── （連結損益計算書関係） 

 １  従来、「賃貸物件関連諸費」は営業外費用の

「雑支出」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、営業外費用総額の100分

の10を超えたため区分掲記しました。 

   なお、前連結会計年度の「雑支出」に含まれ

ている「賃貸物件関連諸費」の金額は854千円で

あります。 

  

 

 

   追加情報 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── １．外形標準課税制度の導入について 

   「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第9号）が平成15年３月31日に公布さ

れ、平成16年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴

い、当連結会計年度から「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」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従

い法人事業税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

   この結果、販売費及び一般管理費が13,651千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益が、13,651千円それぞれ減少して

おります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

  投資有価証券(株式) 138,946千円   投資有価証券(株式) 297,025千円 

２．担保提供資産 ２．担保提供資産 

（担保に供している資産） 

建物 1,226,881千円

土地 2,728,117千円

投資有価証券 666,330千円

投資その他の資産 

(その他) 
850,834千円

計 5,472,162千円

（上記に対応する債務） 

短期借入金 1,715,600千円

（1年以内返済分を含む） 

長期借入金 3,822,900千円

計 5,538,500千円
 

（担保に供している資産） 

建物 1,330,860千円

土地 2,778,694千円

投資有価証券 805,805千円

投資その他の資産 

(その他) 
177,207千円

計 5,092,567千円

（上記に対応する債務） 

短期借入金 2,234,400千円

（1年以内返済分を含む） 

長期借入金 3,361,300千円

計 5,595,700千円
 

３．保証債務 ３．保証債務 

  下記のとおり、当社の従業員の厚生資金の銀行借

入、住宅建築顧客、㈱郡組に対する金融機関の融資

及びマクロホーム㈱に対するリース契約について連

帯保証を行っております。 

  下記のとおり、当社の従業員の厚生資金の銀行借

入、住宅建築顧客及び㈱郡組に対する金融機関の融

資について連帯保証を行っております。 

 保証先 保証金額 

当社の従業員 1,275千円

住宅建築顧客 50,500千円

㈱郡組 5,140千円

マクロホーム㈱ 37,800千円

計 94,715千円
 

 保証先 保証金額 

当社の従業員 3,847千円

住宅建築顧客 49,000千円

㈱郡組 15,650千円

計 68,497千円

４．休止固定資産に関するものが次のとおり含まれて

おります。 

４．休止固定資産に関するものが次のとおり含まれて

おります。 

建物及び構築物 898千円

機械装置及び運搬具 51,201千円

計 52,099千円
 

建物及び構築物 1,024千円

機械装置及び運搬具 59,475千円

計 60,500千円

５．発行済株式総数 ５．発行済株式総数 

  当社の発行済株式総数は、普通株式7,930,383株で

あります。 

  当社の発行済株式総数は、普通株式7,930,383株で

あります。 

６．自己株式 ６．自己株式 

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式13,800

株であります。 

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式3,200株

であります。 
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（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．販売費及び一般管理費の主要項目 １．販売費及び一般管理費の主要項目 

広告宣伝費 369,790千円

販売手数料 287,103千円

完成工事補償引当金繰入額 14,537千円

貸倒引当金繰入額 24,533千円

役員報酬及び従業員給与 1,247,961千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,174千円
 

広告宣伝費 243,051千円

販売手数料 279,912千円

完成工事補償引当金繰入額 19,913千円

貸倒引当金繰入額 19,564千円

役員報酬及び従業員給与 1,127,169千円

役員退職慰労引当金繰入額 13,920千円
 

２．研究開発費の総額 

  一般管理費に含まれる研究開発費 

２．研究開発費の総額 

  一般管理費に含まれる研究開発費 

 22,003千円  27,813千円 

    

３．埼玉工場の機械装置等の一部は引き続き休止して

おります。これに伴い休止後に発生した減価償却費

は、営業外費用の「休止固定資産関連諸費」として

計上しております。 

 

３．    同左 

 

４．固定資産売却損の内訳 ４．固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 4,285千円
 

機械装置及び運搬具 216千円

 
 

５．固定資産除却損の内訳 ５．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 49,603千円

機械装置及び運搬具 28,484千円

有形固定資産（その他） 12,851千円

無形固定資産（その他） 9千円

計 90,948千円
 

建物及び構築物 7,983千円

機械装置及び運搬具 798千円

有形固定資産（その他） 896千円

計 9,678千円
 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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 

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 

現金及び預金勘定 1,186,012千円

現金及び現金同等物 1,186,012千円
 

現金及び預金勘定 912,227千円

現金及び現金同等物 912,227千円
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当連結会計年度及び前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）              （単位：千円） 

 住宅事業 ＦＰ事業 輸入販売事業
南あいの里
事業 

計 
消去又は
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業利益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 3,780,879 6,075,147 3,316,109 ― 13,172,136 ― 13,172,136

(2)セグメント間の内部売上高 ― 16,830 309 ― 17,139 (17,139) ―

計 3,780,879 6,091,978 3,316,418 ― 13,189,276 (17,139) 13,172,136

営業費用 3,955,404 5,308,127 3,254,958 ― 12,518,490 503,931 13,022,422

営業利益 (174,524) 783,850 61,460 ― 670,786 (521,071) 149,714

Ⅱ 資産、減価償却費及
び資本的支出 

   

 資産 2,620,319 5,994,200 1,833,836 3,910,684 14,359,041 5,834,277 20,193,318

 減価償却費 72,679 182,483 8,574 578 264,315 70,506 334,822

 資本的支出 75,509 35,260 5,580 40,177 156,527 190,084 346,611

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は製品の市場及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。 

    ２．各区分に属する主要な製品 

事 業 区 分 主 要 製 品 

住宅事業 
ＦＰ工法住宅等建築の請負、ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売、増
改築の請負、不動産の売買及び仲介 

ＦＰ事業 ウレタン断熱パネル等製品及び建築資材の販売 

輸入販売事業 建築資材及び住宅関連商品の輸入販売 

南あいの里事業 
札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施する土地区画整理事業について
の業務代行者として、工事の施工、事業資金の融資 

    ３．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

572,618千円であり、その主なものは当社の総務・経理・人事部門等の管理部門にかかる費用でありま

す。 

    ４．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は6,165,231千円であ

り、その主なものは当社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に

かかる資産等であります。 
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前期結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）              （単位：千円） 

 住宅事業 ＦＰ事業 輸入販売事業
南あいの里
事業 

計 
消去又は
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業利益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 4,270,541 6,065,984 2,700,052 ― 13,036,579 ― 13,036,579

(2)セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― ―

計 4,270,541 6,065,984 2,700,052 ― 13,036,579 ― 13,036,579

営業費用 4,050,156 5,202,964 2,629,731 ― 11,882,852 600,700 12,483,553

営業利益 220,385 863,020 70,321 ― 1,153,726 (600,700) 553,026

Ⅱ 資産、減価償却費及
び資本的支出 

   

 資産 2,183,093 6,299,176 1,504,143 2,747,496 12,733,909 5,390,262 18,124,171

 減価償却費 78,340 219,197 8,184 ― 305,722 80,099 385,822

 資本的支出 34,219 12,983 3,744 ― 50,946 731,964 782,910

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は製品の市場及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。 

    ２．各区分に属する主要な製品 

事 業 区 分 主 要 製 品 

住宅事業 
ＦＰ工法住宅等建築の請負、ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売、増
改築の請負、不動産の売買及び仲介 

ＦＰ事業 ウレタン断熱パネル等製品及び建築資材の販売 

輸入販売事業 建築資材及び住宅関連商品の輸入販売 

南あいの里事業 
札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施する土地区画整理事業について
の業務代行者として、工事の施工、事業資金の融資 

    ３．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

649,435千円であり、その主なものは当社の総務・経理・人事部門等の管理部門にかかる費用でありま

す。 

    ４．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,292,383千円であ

り、その主なものは当社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に

かかる資産等であります。 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

 当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び主要な在外支店がないため、該当

事項はありません。 

 

 前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

  当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び主要な在外支店がないため、該当

事項はありません。 

 

 

ｃ．海外売上高 

 当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

  当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（リース取引） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

（借主側） 

  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 

 

（借主側） 

  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

当額及び期末残高相当額 
  

 
取 得 価 額
相 当 額
(千円) 

減価償却累 
計額相当額 
(千円) 

期 末 残 高
相 当 額
(千円) 

建 物 及 び 
構 築 物 

99,570 12,787 86,783

機 械 装 置 
及び運搬具 

6,894 2,688 4,206

合 計 106,464 15,475 90,989

 

  

 
取 得 価 額
相 当 額
(千円) 

減価償却累 
計額相当額 
(千円) 

期 末 残 高
相 当 額
(千円) 

機 械 装 置
及び運搬具

9,750 7,529 2,220

 

（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。 

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 
 

 １年内 21,292千円

 １年超 69,696千円

 合 計 90,989千円
 

 
 １年内 909千円

 １年超 1,311千円

 合 計 2,220千円
 

（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。 

同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
 

 支払リース料 14,275千円

 減価償却費相当額 14,275千円
 

 
 支払リース料 2,106千円

 減価償却費相当額 2,106千円
 

４．減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。 

――――― 
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（関連当事者との取引） 

当連結会計年度（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 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

その他の
関係会社 

㈲メトリ
ックス 

札幌市 
東区 

15,000 
不動産賃貸
業 

（被所有）
直接22.2％

兼任 
１名 

不動産の
売買及び
賃貸 

－ － 前渡金 286,000

 

 (2) 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

関連会社 
三井物産
ハウステ
ック㈱ 

東京都 
品川区 

300,000 
住宅、建築
資材の販売

（所有） 
直接49％ 

兼任 
４名 

製品等の
販売代理
店 

ウレタン断熱パ
ネル等製品の販
売 

1,381,920 売掛金 426,027

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針 

      当社と関連を有しない一般取引先と同様の条件によっております。 

    ２．取引金額は消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

    ３．三井物産ハウステック㈱は、平成18年３月31日に所有株式全株を譲渡しましたので、関連当事者に該

当しなくなりました。記載しております売掛金の残高については、関連当事者でなくなった時点の残

高であります。 

 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 (1) 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

その他の
関係会社 

㈲メトリ
ックス 

札幌市 
東区 

15,000 
不動産賃貸
業 

（被所有）
直接22.2％

役員兼
任 
１名 

不動産の
売買及び
賃貸 

－ － 前渡金 286,000

 

 (2) 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

関連会社 
三井物産
ハウステ
ック㈱ 

東京都 
品川区 

300,000 
住宅、建築
資材の販売

（所有） 
直接49％ 

役員兼
任 
４名 

製品等の
販売代理
店 

ウレタン断熱パ
ネル等製品の販
売 

1,410,681 売掛金 442,788

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

      当社と関連を有しない一般取引先と同様の条件によっております。 

    ２．取引金額は消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
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（税効果会計） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

 (1) 流動の部  (1) 流動の部 

   繰延税金資産 

    販売用不動産評価損 97,031千円

    貸倒引当金超過額 77,838千円

    賞与引当金超過額 49,743千円

    未払事業税 21,699千円

    その他 22,557千円

   繰延税金資産小計 268,870千円

   評価性引当額 △94,599千円

   繰延税金資産合計 174,270千円

 

 

 

 

 
 

   繰延税金資産 

    販売用不動産評価損 100,294千円

    貸倒引当金超過額 59,022千円

    賞与引当金超過額 56,043千円

    未払事業税 11,999千円

    その他 23,508千円

   繰延税金資産小計 250,869千円

   評価性引当額 △35,922千円

   繰延税金資産合計 214,947千円

 

   繰延税金負債 

    前払年金費用 77千円

   繰延税金負債合計 77千円

   繰延税金資産の純額 214,869千円
 

 (2) 固定の部  (2) 固定の部 

   繰延税金資産 

    役員退職慰労引当金 129,911千円

    退職給付引当金 33,170千円

    貸倒引当金超過額 21,397千円

    関係会社株式 10,100千円

    その他 15,162千円

   繰延税金資産小計 209,741千円

   評価性引当額 △13,682千円

   繰延税金資産合計 196,059千円

 

   繰延税金負債 

    その他有価証券 

    評価差額金 
256,171千円

    特別償却準備金 3,065千円

   繰延税金負債合計 259,237千円

   繰延税金負債の純額 63,178千円
 

   繰延税金資産 

    役員退職慰労引当金 119,656千円

    退職給付引当金 30,696千円

    貸倒引当金超過額 27,984千円

    その他 14,737千円

   繰延税金資産小計 193,074千円

   評価性引当額 △2,532千円

   繰延税金資産合計 190,542千円

 

   繰延税金負債 

    その他有価証券 

    評価差額金 
177,755千円

    特別償却準備金 4,993千円

   繰延税金負債合計 182,749千円

   繰延税金資産の純額 7,792千円
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当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異原因 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異原因 

  法定実効税率 40.4％

  （調整） 

   評価性引当額 28.7％

   交際費等永久に損金に算入され 

   ない項目 
3.7％

   住民税均等割 3.2％

   留保金に対する税額 3.2％

   受取配当金等永久に益金に算入 

   されない項目 
△4.2％

   その他 0.3％

  税効果会計適用後の法人税等 
  の負担率 

75.3％
 

  法定実効税率 40.4％

  （調整） 

   評価性引当額 6.2％

   交際費等一時差異ではない項目 4.2％

   住民税均等割 3.4％

   過年度一時差異等未認識額 △1.9％

   その他 △0.6％

  税効果会計適用後の法人税等 
  の負担率 

51.7％
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（有価証券） 

当連結会計年度（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（千円）
連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（１）株式 

（２）債券 

 ①国債・地方債等 

 ②社債 

 ③その他 

（３）その他 

311,676 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

945,765 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

634,088 

－ 

－ 

－ 

－ 

連結貸借対照表上計上

額が取得原価を超える

もの 

小計 311,676 945,765 634,088 

（１）株式 

（２）債券 

 ①国債・地方債等 

 ②社債 

 ③その他 

（３）その他 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

連結貸借対照表上計上

額が取得原価を超えな

いもの 

小計 － － － 

（注）減損処理に当たっては、時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄については全て減損処理を行い、30％

以上50％未満の銘柄については、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損の対象としてい

ます。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるもののうち、減損の対象となる銘柄は

ありません。 

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

636,179 410,562 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

（１）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 166,000 
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前連結会計年度（平成17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（千円）
連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（１）株式 

（２）債券 

 ①国債・地方債等 

 ②社債 

 ③その他 

（３）その他 

536,293 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

976,282 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

439,989 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

連結貸借対照表上計上

額が取得原価を超える

もの 

小計 536,293 976,282 439,989 

（１）株式 

（２）債券 

 ①国債・地方債等 

 ②社債 

 ③その他 

（３）その他 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

連結貸借対照表上計上

額が取得原価を超えな

いもの 

小計 － － － 

（注）減損処理に当たっては、時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄については全て減損処理を行い、30％

以上50％未満の銘柄については、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損の対象としてい

ます。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるもののうち、減損の対象となる銘柄は

ありません。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

（１）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 137,000 
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（デリバティブ取引） 

 当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  １．取引の状況に関する事項 

   (1) 取引の内容 

     利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引等、金利関連では金利スワップ取引であ

ります。 

 

   (2) 取引に対する取組方針 

     デリバティブ取引は、将来の為替･金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

 

   (3) 取引の利用目的 

     デリバティブ取引は、包括的な為替予約取引等により、輸入仕入計画に基づく将来の輸入木材等に係る

必要外貨を踏まえ、為替変動リスクを回避し、安定的な原価確定を図る目的で、また金利スワップ取引で

は、借入金等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。 

     なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

    ヘッジ会計の方法 

     主として繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引について特例処理の要件を満たし

ている場合には、特例処理を採用しております。 

    ヘッジ手段とヘッジ方法 

    ａ．ヘッジ手段・・・為替予約、通貨オプション及び通貨スワップ 

      ヘッジ対象・・・外貨建予定取引 

    ｂ．ヘッジ手段・・・金利スワップ 

      ヘッジ対象・・・借入金 

    ヘッジ方針 

     主として将来発生する外貨建債務に対する支払額の確定及び借入金等に対する金利の変動リスクの回避

あるいは軽減を目的としております。 

    ヘッジ有効性評価の方法 

     ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 

 

   (4) 取引に係るリスクの内容 

     為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、為替予約取引等及び金利スワップ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の

銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。 

 

   (5) 取引に係るリスク管理体制 

     デリバティブ取引の執行･管理については、取引権限及び取引限定額を定めた社内ルールに従い、為替予

約取引等についての基本方針は為替担当部門で決定され、金利スワップ取引については資金担当部門が決

定し、それぞれ担当取締役の承認を得て行っております。 

 

   (6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

     記載すべきデリバティブ取引はありません。 

     なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

  ２．取引の時価等に関する事項 

    記載すべきデリバティブ取引はありません。 

    なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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 前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  １．取引の状況に関する事項 

   (1) 取引の内容 

     利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引等、金利関連では金利スワップ取引であ

ります。 

 

   (2) 取引に対する取組方針 

     デリバティブ取引は、将来の為替･金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

 

   (3) 取引の利用目的 

     デリバティブ取引は、包括的な為替予約取引等により、輸入仕入計画に基づく将来の輸入木材等に係る

必要外貨を踏まえ、為替変動リスクを回避し、安定的な原価確定を図る目的で、また金利スワップ取引で

は、借入金等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。 

     なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

    ヘッジ会計の方法 

     主として繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引について特例処理の要件を満たし

ている場合には、特例処理を採用しております。 

    ヘッジ手段とヘッジ方法 

    ａ．ヘッジ手段・・・為替予約、通貨オプション及び通貨スワップ 

      ヘッジ対象・・・外貨建予定取引 

    ｂ．ヘッジ手段・・・金利スワップ 

      ヘッジ対象・・・借入金 

    ヘッジ方針 

     主として将来発生する外貨建債務に対する支払額の確定及び借入金等に対する金利の変動リスクの回避

あるいは軽減を目的としております。 

    ヘッジ有効性評価の方法 

     ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 

 

   (4) 取引に係るリスクの内容 

     為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、為替予約取引等及び金利スワップ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の

銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。 

 

   (5) 取引に係るリスク管理体制 

     デリバティブ取引の執行･管理については、取引権限及び取引限定額を定めた社内ルールに従い、為替予

約取引等についての基本方針は子会社の取締役会で決定され、金利スワップ取引については資金担当部門

が決定し、担当取締役の承認を得て行っております。 

 

   (6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

     記載すべきデリバティブ取引はありません。 

     なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

  ２．取引の時価等に関する事項 

    記載すべきデリバティブ取引はありません。 

    なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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（退職給付） 
１．採用している退職給付の制度の概要 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

 当社及び連結子会社は、確定拠出型の制度として特

定退職金共済制度、また、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度を採用しております。特定退職金共

済制度は昭和51年６月より、適格退職年金制度は昭和

54年６月より採用しております。適格退職年金の受給

資格者は、３年以上の勤続者で、定年退職または定年

前の死亡退職となっております。 

 当社及び連結子会社は、確定拠出型の制度として特

定退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度、ま

た、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を採

用しております。特定退職金共済制度は昭和51年６月

より、適格退職年金制度は昭和54年６月より、中小企

業退職金共済制度は平成12年４月より採用しており

ます。適格退職年金の受給資格者は３年以上の勤続者

で、定年退職または定年前の死亡退職となっておりま

す。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

イ．退職給付債務 

ロ．年金資産 

ハ．未積立退職給付債務(イ+ロ) 

ニ．未認識数理計算上の差異 

ホ．連結貸借対照表計上額純額(ハ+ニ) 

ヘ．前払年金費用 

ト．退職給付引当金（ホ－ヘ） 

△254,710 千円 

207,451 千円 

△47,258 千円 

△34,841 千円 

△82,100 千円 

－ 千円 

△82,100 千円 

△257,174 千円 

186,264 千円 

△70,910 千円 

△4,876 千円 

△75,786 千円 

189 千円 

△75,975 千円 

３．退職給付費用の内訳 

 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

退職給付費用 

(1) 勤務費用 

(2) 利息費用 

(3) 期待運用収益（減算） 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 

18,849 千円 

19,047 千円 

5,143 千円 

465 千円 

△4,876 千円 

28,948 千円 

18,309 千円 

6,143 千円 

458 千円 

4,954 千円 

 

当連結会計年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

前連結会計年度 
（平成 17 年３月 31 日） 

 上記の他、特定退職金共済制度等による拠出額が 

19,651 千円あります。 

 上記の他、特定退職金共済制度等による拠出額が

19,731 千円あります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

(1) 割引率 

(2) 期待運用収益率 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 

(4) 数理計算上の差異の処理年数 

2.0％ 

0.25％ 

勤務期間を基準とする方法 

１年（一括処理） 

2.0％ 

0.25％ 

勤務期間を基準とする方法 

１年（一括処理） 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 

品名 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

ウレタン断熱パネル（㎡） 410,045.2 423,335.6 

 （注）当社グループでは、生産実績を事業の種類別セグメントごとに定義することが困難であるため、主力製品

であるウレタン断熱パネルの当社グループ全生産実績を面積（㎡）にて表示しております。 

 

 (2) 施工高 

期末繰越高 

期別 区分 
期中売上高
（千円） 受注残高 

（千円） 
うち、施工高 
（千円） 

期中施工高
（千円） 

住宅事業 3,780,879 1,823,837 4.9% 89,954 3,850,677

ＦＰ事業 6,075,147 223,400 － － － 

輸入販売事業 3,316,109 － － － － 

南あいの里 
事業 

－ 3,472,994 29.1% 1,009,599 468,159

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

計 13,172,136 5,520,232 19.9% 1,099,554 4,318,837

住宅事業 4,270,541 898,074 2.2% 20,156 4,257,308

ＦＰ事業 6,065,984 180,818 － － － 

輸入販売事業 2,700,052 － － － － 

南あいの里 
事業 

－ 3,472,994 15.6% 541,439 541,439

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

計 13,036,579 4,551,886 12.3% 561,596 4,798,748

 （注）１．期末繰越高の施工高は、未成工事支出金により受注残高の施工高を推定したものであります。 

    ２．期中施工高は、（期中売上高＋期末繰越施工高－期首繰越施工高）に一致しております。 

 

 (3) 受注高、売上高及び繰越高 

受注高 

期別 区分 
期首繰越高
（千円） 

期中受注高
（千円） 

計 
（千円） 

期中売上高 
（千円） 

期末繰越高
（受注残高）
（千円） 

住宅事業 898,074 4,706,642 5,604,716 3,780,879 1,823,837

ＦＰ事業 180,818 6,117,730 6,298,548 6,075,147 223,400

輸入販売事業 － 3,316,109 3,316,109 3,316,109 － 

南あいの里 
事業 

3,472,994 － 3,472,994 － 3,472,994

当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

計 4,551,886 14,140,482 18,692,369 13,172,136 5,520,232

住宅事業 1,059,485 4,109,130 5,168,616 4,270,541 898,074

ＦＰ事業 215,594 6,031,208 6,246,803 6,065,984 180,818

輸入販売事業 － 2,700,052 2,700,052 2,700,052 － 

南あいの里 
事業 

－ 3,472,994 3,472,994 － 3,472,994

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

計 1,275,080 16,313,385 17,588,465 13,036,579 4,551,886

 （注）１．金額は、すべて販売価格で表示しております。 

    ２．金額には消費税等は含まれておりません。 

    ３．前期以前に受注したもので、契約の変更により請負金額に変更のあるものについては、期中受注高に

その増減額を含めております。したがって、期中売上高にも係る増減額が含まれております。 
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 (4) 主要顧客別売上状況 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

金額 
（千円） 

総販売実績に対する
割合（％） 

金額 
（千円） 

総販売実績に対する
割合（％） 

三井物産ハウステック㈱ 1,381,920 10.5 1,415,250 10.9 

 

 

 




