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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切り捨て）

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 5,014 (△4.0) 107 (△56.4) 84 (△57.7)

17年３月期 5,223 (△30.4) 245 (－) 198 (－)

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 178 (11.3) 14 79 － － 9.6 1.6 1.7

17年３月期 160 (－) 13 11 － － 14.9 4.4 3.8

（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（連結） 18年３月期 12,075,815株 17年３月期 12,064,821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 6,182 2,663 43.1 156 12

17年３月期 4,049 1,043 25.8 86 35

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 17,061,236株 17年３月期 12,063,136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 △150 284 1,521 2,914

17年３月期 243 413 △517 1,256

(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 5社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －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 2,760 35 30

通　期 6,400 270 350

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 20円51銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想は添付資料７ページをご参照下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び親会社（株式会社アパマンショップネットワーク）、子会社５社及び関連会社１社により

構成されております。

　事業は、建設工事の設計、施工、不動産の販売を主にこれらに附帯する保守、サービス等を行っているほか、木材・

石材等の加工及び販売、浴場、損害保険代理店業、情報処理サービス業及び情報提供サービス業等を営んでおります。

当社の親会社は、ＦＣ（不動産情報ネットワーク）事業、ＰＭ（プロパティマネジメント）事業、ＡＭ（アセットマ

ネジメント）事業を営んでおります。

　当社グループの主な事業内容と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次の

とおりであります。

　なお、事業区分は、事業の種類別セグメント情報と一致しております。

  

建設・土木工事の設計・施工監理等 

得 
 
 
 
 
 

意

 
 

 
 

 
 

先

 

（
顧

 
 
 
 
 
 

客
）

 

住宅建設工事の請負 

不動産の売買・賃貸借・仲介 

損害保険の取扱・マンションの管理 

情報処理サービス・情報提供サービス・ 
在宅介護支援サービス等 
 

国内 

「ＳＺＫＩシステム」の提供 

株式会社鈴木工務店 
 

当     社 

当 社 グ ル ー プ 

五朋建設株式会社 
 

（子会社） 
 

建    
設 
事 
業 

五朋建設株式会社 
 

（子会社） 

開 
発 
事 
業 

株式会社ゆう企画 
 

（子会社） 

株式会社イーケア 
 

（関連会社） 

（注）株式会社アイマーケット 
 

（子会社） 
 

そ
の
他
の
事
業 

株式会社鈴木工務店 
 

当     社 

株式会社アパマンショップホームプランナー 
 

（親会社の子会社） 

株式会社アパマンショップネットワーク 
 

（親  会  社） 

 

不動産の売買・賃貸借・仲介 

国外 

浴       場 

木材の加工及び販売 

 

得
意
先(

顧
客)

 

当 

社 

鈴木興業（南京）有限公司 
 

（子会社） 

 

蘇州鈴木温泉旅游開発有限公司 
 

（子会社） 

 

木材の加工及び販売 

 

（注）株式会社アイマーケットにつきましては、平成 18 年３月 30 日付、特別清算の決定を受け清算手続き中であります。 

当 
 

社

 

建設工事の設計・施工のコンサルティング業務等の請負 

建設工事の請負及び建設工事の設計・施工の 
コンサルティング業務等の請負 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　1958年（昭和33年）の創業以来、当社は「お客様・当社・みんなの幸せを追求し実現する」ことを経営理念に掲げ、

事業を展開してまいりました。

　当社グループといたしましては、地域に密着する中でお客様に商品・サービス等を通じて満足を提供し、さらには

それが広く地域社会一般に受け入れられることにより、企業の健全な成長・発展を図るとともに、その具現化を通し

て、顧客・取引先・従業員・株主・社会一般など、あらゆる利害関係者の「幸せ」を具現する企業の経営をめざして

おります。

　事業展開に際しましては、建設プロジェクトの企画段階から完成後の維持管理、さらには解体廃棄に至る全ての段

階を当社グループの事業領域として、各ライフサイクルに最適なサービスを一貫責任体制のもとで提供して行くこと

を特徴としております。

　また、当社グループが提供する建物は、住宅・集合住宅・旅館・ホテル・店舗・事務所・医院・倉庫等の事業に活

用されるとともに、生活の場、憩いの場、働く場等、多様なお客様に多様な目的で利用されております。

　このように直接的な当社グループのお客様は勿論、エンド・ユーザーという間接的なお客様の全ての皆様に、品質・

価格・技術・サービス等のあらゆる面において高い満足度を維持しながら、利用し続けていただける商品（建物）・

サービスを提供することを、今後とも基本方針に据えて経営を展開してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益の配分としての安定的な配当と、企業として永続的に健全な成長・発展の基盤と

しての財務体質の強化とを、経営の重要な課題と位置づけ、さらには業績に裏付けられた配当を行うことを、利益配

分に関する基本方針としております。

　なお、当期の利益配当金につきましては、当期の業績に鑑み誠に申し訳ございませんが、その実施を見送らせてい

ただきたいと存じます。

(3）投資単位引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、適正な投資単位を定めることが、株式の流動性及び株主数の拡大を実現するうえで重要な政策の１つと考

えております。

　当社の現在の投資単位は、近年の当社株価の推移から判断して現状では適正な投資単位と考えておりますが、将来

の株価の動向により適正な投資単位に引き下げるべく、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

　当社グループは、利益体質を強固なものにし、黒字の定着化とさらなる収益性の向上に継続して取り組むことを経

営目標としており、今後さらなる成長発展を図っていくうえで、売上高、売上高営業利益率、並びに株主重視の観点

から１株当たり当期純利益につきましても重要な経営指標と捉えております。

(5）中長期的な会社経営戦略

　中長期的な視点から当社グループの主な事業分野の建設事業は、その市場において殊に新築工事は漸減傾向を示す

のではないかと思われます。しかも、経営環境は急激多様な変化をいましばらく続けるものと考えております。

　しかしながら、建設およびその関連分野は裾野が広く人間が生活を続けているうちは、その需要がゼロになること

は決してありません。

　また、株式会社アパマンショップネットワークとの資本・業務提携により、当社の保有する技術力と同社の情報力・

営業力との融合による同社グループの有する建設工事の受注・建設を拡大し、株式上場企業として企業価値を高める

ことが大いに可能であると考え、積極的な取り組みを進める所存であります。

　当社グループは、現在のグループの実態並びに上記のことを考え合わせて、中長期的には次のとおりの経営戦略を

今後実行する方針であります。

①　全てにわたって身軽で環境変化に即応できる経営体質を常に構築します。

②　地域密着の意義を再認識し、お客様満足の実現をさらに追求します。

③　新たなビジネス・モデル（新商品等をコアとして。）を開発し、新しい事業の柱として育成します。

④　企業間競争力を高め、「グループ全体の利益」、「各社ごとの利益」、「物件ごとの利益」という利益重視を徹

底します。

⑤　以上のことにより、従来にも増して株主を意識し、株主重視の経営を具現します。
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(6）会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済は、企業業績の改善や雇用環境、個人消費の回復等により景気は拡大基調で推移すると思われる

一方、原油価格の高騰や金利の上昇に伴う景気への影響懸念等、先行きの不透明感も増してまいりました。

　当社グループの主たる事業である建設業界におきましては、住宅建設着工戸数の増加傾向などが見られるものの、

業界全般的には依然として厳しい経営環境が続くものと思われます。

　このような状況の下で当社グループは、当連結会計年度において推進してきた黒字経営体質を確立するとともに、

さらには当社の飛躍・発展を目途として実行した株式会社アパマンショップネットワークとの資本・業務提携関係に

基づき、同社グループとの相乗効果をより一層高め、コンストラクションマネジメント業務への進出や不動産ファン

ド等に対する建設協力体制の構築等を具現することにより、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後さらなるご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(7）親会社等に関する事項

(a）親会社等の商号等 (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

株式会社アパマンショップ

ネットワーク
親会社 

50.74

(3.52)
株式会社大阪証券取引所（ヘラクレス）

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

(b）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等との関係

①　親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引や人的・資本的関係

株式会社アパマンショップネットワークは、当社の議決権の50.74％（間接被所有を含む）を所有しております。

当社は、株式会社アパマンショップネットワークグループのアセットマネジメント事業分野において、同社のグ

ループのＲＣ（鉄筋コンクリート）造にかかる全ての建設機能を担うこととなりました。

当社は地域に密着した建設・不動産を主体とした事業を営んでおりますが、株式会社アパマンショップネットワー

クグループのアセットマネジメント事業におけるコンストラクション業務や不動産ファンド等に対する建設協力を

担う体制を構築しております。

また、人的関係につきましては、下記（役員の兼務の状況）のとおり親会社等の取締役２名が当社取締役に就任

しております。

 

（役員の兼務状況）  

役員 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 就任理由

取締役（非常勤） 大村浩次 株式会社アパマンショップネットワーク代表取締役社長 経営体制強化のため

取締役（非常勤） 石川雅浩 株式会社アパマンショップネットワーク常務取締役 経営体制強化のため

（注）当社の現取締役８名の内、親会社等との兼務役員は当該２名であります。

なお、当社の非常勤取締役で株式会社アパマンショップネットワークの取締役である、西島修、川森敬史、平井

基子、今森教仁の各氏は、平成18年３月31日付辞任により退任いたしました。

②　親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企

業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

株式会社アパマンショップネットワークの企業グループの賃貸住宅商品「煉瓦の家」の加盟店向けに当社のロー

コスト・ハイクオリティーマンションのノウハウ「ＳＺＫＩシステム」を提供し、当社は、賃貸住宅商品「煉瓦の

家」の販売や不動産ファンド等に対する建設工事の請負及び建設工事の設計・施工コンサルティング業務等の取引

があります。

当社が事業活動を推進する上で株式会社アパマンショップネットワーク及び同社の企業グループと協力関係を構

築しており、同社の企業グループに属することによる当社の事業上の制約はありません。

③　親会社等からの一定の独立性の確保の状況

株式会社アパマンショップネットワークの企業グループに属することによる当社の事業上の制約はなく、また、

同社のグループ各社の事業の棲み分けがなされており、取締役の兼任状況は当社の独自の経営判断を妨げるもので

はなく一定の独立性が確保されていると判断しております。

④　親会社等との取引に関する事項

当社と親会社等との取引内容については上記②に記載のとおりで取引金額は49百万円であります。

 

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて記載致します。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰等の懸念材料があるものの、企業収益や株価の回復等によ

り設備投資の増加や雇用環境の改善傾向がみられ、個人消費にも明るさが増すなど、緩やかな景気回復基調で推移い

たしました。

　当社グループの主たる事業である建設業界は、民間設備投資の増加に加え、住宅の新設着工戸数も増加傾向となり

ました。然しながら公共建設投資の減少傾向が継続する等、受注環境は全般的に厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況のもとで当社グループは、前連結会計年度より取組んできた「必要利益の確保」のため、「事業の

あり方・仕事のやり方・考え方」を変えることをさらに徹底し、建設工事の回復利益の改善等、利益体質を強固なも

のとし、黒字経営を定着させるべく取り組みを進めてまいりました。

　また、当社の飛躍・発展を目途として、平成17年５月25日付で株式会社アパマンショップネットワークと資本・業

務提携に関する契約をいたしました。当社の保有する技術力と同社の情報力・営業力との融合により、同社グループ

の有する建設工事を受注するほか、両社で提携実行委員会を組成し、定期的にその効果的な事項について検討を推進

実行してまいりました。

　その中で、同社グループである株式会社アパマンショップホームプランナーが展開する賃貸住宅商品「煉瓦の家」

の加盟店向けに、当社のローコスト・ハイクオリティーマンションのノウハウ「ＳＺＫＩシステム」を提供し、当社

は、「煉瓦の家」を新たな商品として導入し販売を開始する等、相互にアライアンス効果を高めるべく推進してまい

りました。

　さらには、平成18年３月31日付で株式会社アパマンショップネットワークを割当先とする第三者割当増資（発行株

式数５百万株・発行価額の総額1,420百万円）を実施し、資本関係を強化いたしました。その結果、当社は同社の子会

社となりました。

　なお、この新株式発行による資金については、財務体質をさらに改善・強化し今後の業容拡大に必要な事業資金に

充てるとともに、併せて株主資本の充実を図りました。

　株式会社アパマンショップネットワークは、不動産情報ネットワーク事業、アセットマネジメント事業及びプロパ

ティマネジメント事業の３事業を会社分割し、持株会社体制へ移行することと併せて子会社等を含めたグループ全体

の機能再編を進めております。その中で当社は、同社グループのＲＣ（鉄筋コンクリート）造にかかる全ての建設機

能を一元的に担うことになりました。

　また、当社は平成17年７月に木造住宅に地震の揺れを低減させる制震工法「ＧＶＡ（ジーバ）」を採用する等、新

たな需要の掘り起こしに努めてまいりました。

　その結果、当連結会計年度の業績につきましては、建設事業の受注高は前期比68.8％増の4,622百万円となりました。

売上高につきましては、建設事業は前期比0.1％増の4,124百万円となり、開発事業は、大規模分譲事業を手控え、

小規模の宅地分譲等を推進いたしましたことから、前期比22.1％減の788百万円となりました。その他の事業は9.7％

増の101百万円となり、売上高合計は前期比4.0％減の5,014百万円となりました。

利益面につきましては、建設事業の売上総利益が減少し、販売費及び一般管理費において完成工事未収入金の増加

に伴う貸倒引当金繰入額の増加があり、営業利益は前期比56.4％減の107百万円となりました。

営業外収益は、生命保険満期返戻金等などにより増加した一方で、営業外費用は、期中において有利子負債の減少

による金融費用は減少いたしましたが、株式会社アパマンショップネットワークとの提携に係る費用負担もあり、経

常利益は前期比57.7％減の84百万円となりました。

また、キャッシュ・フローの改善・強化のため、投資有価証券及び固定資産の土地を売却したことによる特別利益

48百万円を計上したことに加え、繰延税金資産の回収可能性を見直したこと等による法人税等調整額63百万円を計上

し、当期純利益は前期比11.3％増の178百万円となりました。

 

　事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。

　建設事業は、売上高4,124百万円（前期比0.1％増）となり、営業利益は236百万円（前期比32.2％減）となりました。

　開発事業は、売上高788百万円（前期比22.1％減）となり、営業利益は23百万円（前期比66.6％減）となりました。

　その他の事業は、売上高101百万円（前期比9.7％増）となり、営業利益は1百万円（前期比13百万円増）となりまし

た。

　なお、営業費用の管理部門等に係る全社費用等が154百万円あり、その結果営業利益合計は107百万円となりました。
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(2）財政状態

１．当期末の資産・負債・資本の概況

＜資産＞

　資産の合計は6,182百万円(前連結会計年度末比2,133百万円増)となりました。

　資産の主な増加の要因は、流動資産の増加（前連結会計年度末比2,267百万円増）であります。流動資産の増加は、

第三者割当増資よる現金預金の増加と売上債権及びたな卸資産の増加が主な要因であります。

＜負債＞

　負債合計は3,225百万円（前連結会計年度末比509百万円増）となりました。

　負債の主な増加要因は、流動負債の増加であります。流動負債は、未成工事の増加に伴う仕入債務の増加と未成

工事受入金の増加が主な要因であります。

　＜資本＞

　資本合計は2,663百万円（前連結会計年度末比1,619百万円増）となりました。

　前連結会計年度の損失処理による資本剰余金の減少もありましたが、第三者割当増資に伴う資本金及び資本剰余

金が増加したことが主要因であります。

２．連結キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

①　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150百万円の支出超過となり前期比394百万円減少いたしました。これは

主に税金等調整前当期純利益129百万円、仕入債務の増加273百万円及び未成工事受入金の増加292百万円等の資金

の増加がありましたが、役員退職給与引当金の減少107百万円、売上債権の増加350百万円、未成工事支出金等の

増加134百万円及び開発事業支出金の増加166百万円等の支出が資金の増加を上回ったことによるものであります。

②　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284百万円の収入超過となり前期比128百万円減少いたしました。これは

主に有形固定資産の売却による収入72百万円、投資有価証券の売却による収入71百万円及び保険解約返戻金103百

万円等の収入の増加よるものであります。

③　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1,521百万円の収入超過となり前期比2,039百万円増加いたしました。こ

れは主に新株発行（第三者割当増資）による収入1,414百万円、社債の発行による収入93百万円等によるものであ

ります。

　以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,658百万円増加し2,914百万円となりました。

　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下記のとおりであります。

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 22.0 25.8 43.1

時価ベースの株主資本比率（％） 16.8 39.9 132.1

債務償還年数（年） － 5.2 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 6.4 －

※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

１．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。

２．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）により計算しております。

３．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、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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(3）事業等のリスク

　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

①　当社グループの属する建設業界及び不動産業界は、都市計画法、建築基準法、建設業法、宅地建物取引業法及び

国土利用計画法等により法的規制を受けております。

②　五朋建設株式会社の短期借入金のうち一部金融機関からの借入金202百万円についても、当社相談役鈴木菊三郎

（五朋建設株式会社代表取締役社長）個人から、債務の保証を受けております。

③　親会社等との取引関係

株式会社アパマンショップネットワーク（親会社）とそのグループ企業との間において建設工事の請負及び設計・

施工コンサルティング業務等の取引があり、親会社等の事業計画に変動が生じた場合、当社の業績に影響が及ぶ可

能性があります。

 

(4）次期の見通し

今後のわが国経済は、原油価格の高騰等や金利の上昇による景気への懸念等はあるものの、企業業績の改善や雇用

環境、個人消費の回復等により景気は拡大基調で推移すると思われます。

当社グループの主たる事業である建設業界におきましては、公共建設投資の減少基調や原材料の上昇など、経営環

境は依然として厳しい状況が続くものと思われます。

このような状況のもとで、当社と株式会社アパマンショップネットワークとの資本・業務提携による取り組みが本

格的に始まることを踏まえ連結売上高6,400百万円、連結経常利益270百万円、連結当期純利益350百万円、単独売上

高5,000百万円、単独経常利益250百万円、単独当期純利益340百万円を見込んでおります。 
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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．現金預金 ※１ 1,453,899 3,112,168  

２．受取手形・完成工事未
収入金等

96,599 450,684  

３．販売用不動産 51,986 39,830  

４．未成工事支出金等 295,854 433,786  

５．開発事業支出金 ※１ 528,874 695,195  

６．繰延税金資産 8,674 72,880  

７．その他 ※１ 126,413 60,397  

貸倒引当金 △7,006 △42,100  

流動資産合計 2,555,295 63.1 4,822,843 78.0 2,267,547

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物・構築物 ※１ 622,604 648,811  

(2）機械・運搬具・工具
器具備品

104,728 113,230  

減価償却累計額 411,248 316,084 444,959 317,082  

(3）土地 ※1.3 910,227 851,456  

有形固定資産合計 1,226,311 30.3 1,168,538 18.9 △57,773

２．無形固定資産  

(1）土地使用権 ※１ 62,620 70,745  

(2）ソフトウェア 1,864 371  

(3）連結調整勘定 2,732 －  

(4）その他 5,277 2,882  

無形固定資産合計 72,495 1.8 73,999 1.2 1,503

 8 



前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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 ※１ 86,126 50,944  

(2）長期貸付金  142,084 136,224  

(3）繰延税金資産  4,816 4,478  

(4）長期前払費用 6,608 5,886  

(5）保険積立金  27,284 13,712  

(6）破産債権 59,874 59,874  

(7）長期営業債権 71,718 68,353  

(8）その他 35,689 14,902  

貸倒引当金 △238,420 △236,826  

投資その他の資産合計 195,782 4.8 117,548 1.9 △78,233

固定資産合計 1,494,589 36.9 1,360,086 22.0 △134,503

資産合計 4,049,885 100.0 6,182,929 100.0 2,133,044

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形・工事未払金
等

360,991 635,119  

２．短期借入金 ※1.2 1,163,300 1,181,410  

３．未払法人税等 21,148 1,500  

４．未成工事受入金 327,414 619,597  

５．開発事業受入金 2,278 7,453  

６．賞与引当金 34,212 27,554  

７．完成工事補償引当金 12,117 15,151  

８．未払金 22,944 21,551  

９．その他 74,892 34,410  

流動負債合計 2,019,300 49.9 2,543,748 41.2 524,447
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）

Ⅱ　固定負債  

１．社債  － 100,000  

２．長期借入金 ※１ 102,250 99,640  

３．繰延税金負債 8,669 5,028  

４．再評価に係る繰延税金
負債

※３ 227,262 227,262  

５．退職給付引当金 115,624 113,976  

６．役員退職給与引当金 176,366 68,783  

７．債務保証損失引当金 59,000 59,000  

８．その他 7,724 7,792  

固定負債合計 696,897 17.2 681,483 11.0 △15,413

負債合計 2,716,197 67.1 3,225,231 52.2 509,033

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 289,766 7.1 294,105 4.7 4,338

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※５ 712,629 17.6 1,422,629 23.0 710,000

Ⅱ　資本剰余金 815,089 20.1 944,843 15.3 129,753

Ⅲ　利益剰余金 △564,202 △13.9 54,754 0.9 618,956

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３ 121,839 3.0 259,405 4.2 137,566

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

12,815 0.3 7,434 0.1 △5,381

Ⅵ　為替換算調整勘定 △53,539 △1.3 △24,213 △0.4 29,325

Ⅶ　自己株式 ※６ △711 △0.0 △1,259 △0.0 △548

資本合計 1,043,920 25.8 2,663,592 43.1 1,619,672

負債、少数株主持分及び
資本合計

4,049,885 100.0 6,182,929 100.0 2,133,044
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(2）連結損益計算書

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
（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．完成工事高 4,119,223 4,124,903  

２．開発事業等売上高 1,104,612 5,223,835 100.0 889,838 5,014,742 100.0 △209,092

Ⅱ　売上原価  

１．完成工事原価 3,455,244 3,578,179  

２．開発事業等売上原価 923,180 4,378,424 83.8 727,102 4,305,281 85.9 △73,142

売上総利益  

完成工事総利益 663,978 546,724  

開発事業等総利益 181,431 845,410 16.2 162,735 709,460 14.1 △135,950

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 599,747 11.5 602,396 12.0 2,649

営業利益 245,663 4.7 107,063 2.1 △138,600

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 2,730 2,030  

２．受取配当金 3,793 1,809  

３．生命保険満期返戻金 5,058 21,160  

４．受取手数料 2,678 1,378  

５．賃貸料 4,615 4,667  

６．為替差益 － 7,860  

７．その他 4,420 23,296 0.4 8,728 47,634 1.0 24,337

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 38,990 29,190  

２．新株発行費 － 8,243  

３．業務委託手数料 － 26,000  

４．保険解約損失 27,328 －  

５．為替差損 921 －  

６．その他 2,835 70,075 1.3 7,187 70,621 1.4 545

経常利益 198,884 3.8 84,076 1.7 △114,808
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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）

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）

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）

Ⅵ　特別利益  

１．償却債権取立益 9,588 －  

２．貸倒引当金戻入益 4,582 －  

３．退職給付引当金戻入益 43,050 －  

４．固定資産売却益 ※２ 2,857 13,226  

５．投資有価証券売却益 10,953 71,032 1.3 35,169 48,396 1.0 △22,636

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※３ 16,911 －  

２．固定資産売却損 ※４ 8,295 －  

３．たな卸資産処分損 8,517 －  

４．たな卸資産評価損 15,488 －  

５．投資有価証券売却損 － 3,367  

６．貸倒引当金繰入額 3,002 －  

７．役員退職給与引当金繰
入

20,000 －  

８．その他特別損失 12,494 84,710 1.6 － 3,367 0.1 △81,342

税金等調整前当期純利
益

185,206 3.5 129,104 2.6 △56,101

法人税、住民税及び事
業税

30,359 10,075  

法人税等調整額 △7,118 23,240 0.4 △63,867 △53,792 △1.1 △77,033

少数株主利益 1,560 0.0 4,342 0.1 2,782

当期純利益 160,405 3.1 178,554 3.6 18,149
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(3）連結剰余金計算書

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
（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）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 815,089 815,089 －

Ⅱ　資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行 － － 710,000 710,000 710,000

Ⅲ　資本剰余金減少高  

１．資本準備金取崩高 － － 580,246 580,246 580,246

Ⅳ　資本剰余金期末残高 815,089 944,843 129,753

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △78,987 △564,202 △485,214

Ⅱ　利益剰余金増加高  

　１．当期純利益 160,405 178,554  

　２．持分法適用会社減少に
伴う増加高

10,418  －   

　３．資本準備金取崩高 － 170,823 580,246 758,800 587,976

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．役員賞与 2,278 2,278  

２．土地再評価差額金取崩
額

653,760 656,038 137,566 139,844 △516,194

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △564,202 54,754 618,956
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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
（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

 

税金等調整前当期純利
益

185,206 129,104 △56,101

減価償却費 26,202 24,792 △1,410

貸倒引当金の増減額
（減少△）

△3,573 33,500 37,073

賞与引当金の増減額
（減少△）

11,354 △6,658 △18,012

完成工事補償引当金の
増減額（減少△）

△2,359 3,034 5,393

退職給付引当金の増減
額（減少△）

△61,069 △1,648 59,420

役員退職給与引当金の
増減額（減少△）

29,712 △107,583 △137,296

受取利息及び受取配当
金

△6,523 △3,839 2,684

生命保険満期返戻金 － △21,160 △21,160

支払利息 38,990 29,190 △9,800

有形固定資産売却益 △2,857 △13,226 △10,369

投資有価証券売却益 △10,953 △35,169 △24,216

有形固定資産除売却損 25,206 － △25,206

投資有価証券売却損 － 3,367 3,367

売上債権の増減額（増
加△）

137,388 △350,037 △487,426

販売用不動産の増減額
（増加△）

81,731 12,155 △69,575

未成工事支出金等の増
減額（増加△）

348,486 △134,227 △482,713

開発事業支出金の増減
額（増加△）

88,711 △166,320 △255,032

仕入債務の増減額（減
少△）

△153,389 273,936 427,326

未成工事受入金の増減
額（減少△）

△303,737 292,182 595,919

開発事業受入金の増減
額（減少△）

△124,632 5,175 129,807

役員賞与の支払額 △3,400 △3,400 －
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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）

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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

未収消費税等の増減額
（増加△）

－ △17,451 △17,451

未払消費税等の増減額
（減少△）

－ △25,082 △25,082

その他 △8,361 △14,878 △6,516

小計 292,134 △94,245 △386,380

利息及び配当金の受取
額

3,370 3,770 400

利息の支払額 △38,149 △28,162 9,987

法人税等の支払額 △13,510 △31,711 △18,201

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

243,845 △150,349 △394,194

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の純増減額
（増加△）

50,000 － △50,000

有形固定資産の取得に
よる支出

△4,916 △316 4,600

有形固定資産の売却に
よる収入

326,938 72,780 △254,158

有形固定資産の除却に
よる支出

△13,593 － 13,593

投資有価証券の取得に
よる支出

－ △10,000 △10,000

投資有価証券の売却に
よる収入

17,876 71,330 53,453

貸付金の回収による収
入

6,691 5,860 △831

生命保険解約返戻金 － 103,269 103,269

生命保険満期返戻金 － 36,123 36,123

その他 30,535 5,603 △24,932

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

413,531 284,650 △128,880
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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）

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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増減額
（減少△）

△303,530 △4,450 299,080

長期借入れによる収入 － 166,000 166,000

長期借入金の返済によ
る支出

△211,950 △146,050 65,900

株式の発行による収入 － 1,414,993 1,414,993

社債の発行による収入 － 93,985 93,985

配当金の支払額 △11 － 11

少数株主に対する配当
金の支払額

△1,692 △2,257 △564

その他 △276 △548 △271

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△517,460 1,521,672 2,039,133

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

△1,588 2,294 3,883

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（減少△）

138,328 1,658,268 1,519,940

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,117,871 1,256,199 138,328

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 1,256,199 2,914,468 1,658,268
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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

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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

全ての子会社（５社）を連結しております。

連結子会社

株式会社ゆう企画、五朋建設株式会社、鈴

木興業(南京)有限公司、蘇州鈴木温泉旅游

開発有限公司、株式会社アイマーケット

１．連結の範囲に関する事項

同左

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用会社数

関連会社１社　 株式会社イーケア

　なお、当連結会計年度において、持分法の適用範囲

から１社除外をしましたが、理由及び社名は以下のと

おりであります。

イ．理由

関連会社の増資に伴い当社の持分比率が減少した

ため

ロ．社名

江蘇国際建設有限公司

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用会社数

関連会社１社　 株式会社イーケア

──────

(2）持分法非適用会社

持分法非適用会社はありません。

(2）持分法非適用会社

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち鈴木興業(南京)有限公司及び蘇州鈴

木温泉旅游開発有限公司の決算日は12月31日であるた

め連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の

財務諸表を使用しております。ただし、１月１日から

連結決算日の３月31日までの期間に発生した重要な取

引については連結上必要な調整を行っております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

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

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

……連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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）

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

……総平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

販売用不動産・未成工事支出金等及び開発事業

支出金

……個別法による原価法

ロ　たな卸資産

販売用不動産・未成工事支出金等及び開発事業

支出金

同左
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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）

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）

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法

イ　有形固定資産

……当社及び国内連結子会社は定率法（ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については定額法）を採用

し、在外連結子会社は見積耐用年数に基づく

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物・構築物　　　　　　　　　３～50年

機械・運搬具・工具器具備品　　３～20年

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

ソフトウェア……自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法

ロ　無形固定資産

ソフトウェア……同左

土地使用権……契約に定める期間に基づき毎期均

等償却

土地使用権……同左

ハ　長期前払費用

定額法

ハ　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

……所在地国の会計原則に基づく均等償却

(3）重要な繰延資産の処理方法

イ　開業費

──────

ロ　新株発行費

──────

 

ハ　新株発行費

────── 

ロ　新株発行費

……支出時に全額費用として処理しております。

ハ　社債発行費

……支出時に全額費用として処理しております。

(4）重要な引当金の計上基準

イ　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

を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(4）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

……当社及び国内連結子会社は従業員賞与の支給

に充てるため、将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　完成工事補償引当金

……完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、

完成工事高に対する将来の見積補償額に基づ

いて計上しております。

ハ　完成工事補償引当金

同左
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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）

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）

ニ　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。

また、在外連結子会社においては、退職金制

度がないため計上しておりません。

ニ　退職給付引当金

同左

ホ　役員退職給与引当金

……当社の役員の退職金の支給に備えて、役員退

職給与引当金に係る規程（内規）に基づく当

連結会計年度末要支給見積額を計上しており

ます。

また、連結子会社においては、役員退職給与

引当金に係る規程（内規）がないため計上し

ておりません。

ホ　役員退職給与引当金

同左

ヘ　債務保証損失引当金

……当社の取引先への債務保証に係る損失に備え

るため、被保証者の財政状態等を勘案し、損

失負担額を計上しております。

ヘ　債務保証損失引当金

同左

(5）重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は連

結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しております。

(5）重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

同左

(6）完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基準によっておりま

す。

(6）完成工事高の計上基準

同左

(7）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。

(7）重要なリース取引の処理方法

同左

(8）ヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引のうち、特例処理の要件を充た

すものについては、特例処理を適用しております。

(8）ヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債務（米貨建

インパクトローン）については、振当処理を行っ

ております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…長期借入金

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債務（米貨建インパクト

ローン）
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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）

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）

ハ　ヘッジ方針

長期借入金に対する支払利息の将来における金利

変動によるリスクをヘッジしております。

ハ　ヘッジ方針

米貨建インパクトローンの元本返済及び利息支払

について円貨によるキャッシュ・フローを確定さ

せるため、当該インパクトローン取組時にその元

利ともに為替予約を付しております。

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を充たしているの

で、連結決算日における有効性の評価を省略して

おります。

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同

一のため、連結決算日における有効性の評価を省

略しております。

なお、当連結会計年度末においては、対象となる

取引は終了しております。

──────

(9)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(9)消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定については、５年間の均等償却を行って

おります。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

同左

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

結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成して

おります。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

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

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、随時引出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっております。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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
（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）

 当連結会計年度より、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。

これによる損益への影響はありません。
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追加情報

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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(外形標準課税)

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、当連結会計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3,208千円を販売費及び

一般管理費として処理しております。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．担保提供資産 ※１．担保提供資産

(1）担保に供されている資産 (1）担保に供されている資産

定期預金 175,000千円

開発事業支出金（土地） 363,763

その他流動資産 101,067

建物 132,316

土地 824,653

投資有価証券 38,120

合計 1,634,920

定期預金  175,000千円

開発事業支出金（土地） 380,124

建物 95,278

土地 754,293

土地使用権 7,964

合計 1,412,660

(イ）上記に対応する債務 (イ）上記に対応する債務

短期借入金 1,063,300千円

（長期借入金よりの振替分含む）

長期借入金 102,250

合計 1,165,550

短期借入金  1,181,410千円

（長期借入金よりの振替分含む）

長期借入金 99,640

合計 1,281,050

(2）上記(1)の資産のうち、取引先の金融機関借入金に

対する債務保証の担保に供されている資産

(2）上記(1)の資産のうち、取引先の金融機関借入金に

対する債務保証の担保に供されている資産

建物 37,655千円

土地 492,888

合計 530,543

建物 35,840千円

土地 492,888

合計 528,728

(イ）上記に対応する保証債務 (イ）上記に対応する保証債務

212,901千円 197,601千円

※２．当社の借入金のうち一部金融機関からの借入金

135,250千円については、当社代表取締役社長千葉

愼二及び当社取締役会長鈴木菊三郎個人から、債務

の保証を受けております。

また、五朋建設㈱の借入金のうち一部金融機関から

の借入金202,000千円についても、当社取締役会長

鈴木菊三郎（五朋建設㈱代表取締役社長）個人から、

債務の保証を受けております。

※２．五朋建設㈱の借入金のうち一部金融機関からの借入

金300,000千円については、五朋建設㈱代表取締役社

長鈴木菊三郎個人から、債務の保証を受けておりま

す。
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※３．当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年

３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額については、当該評価差

益に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金額

を「土地再評価差額金」として資本の部に計上して

おります。

※３．当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年

３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額については、当該評価差

益に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金額

を「土地再評価差額金」として資本の部に計上して

おります。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10

年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に

定める当該事業用土地について地価税法（平成

３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定す

るために国税庁長官が定めて公表した方法によ

り算定した価額に合理的な調整を行って算定す

る方法によっております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10

年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に

定める当該事業用土地について地価税法（平成

３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定す

るために国税庁長官が定めて公表した方法によ

り算定した価額に合理的な調整を行って算定す

る方法によっております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当連

結会計年度末における時価

と再評価後の帳簿価額との

差額

△129,613千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当連

結会計年度末における時価

と再評価後の帳簿価額との

差額

△141,978千円

４．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、

債務保証を行っております。

４．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、

債務保証を行っております。

㈱土肥ふじやホテル 212,901千円 ㈱土肥ふじやホテル 197,601千円

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式12,069,916株で

あります。

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式17,069,916株で

あります。

※６．当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,780株

であります。

※６．当社が保有する自己株式の数は、普通株式8,680株

であります。
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（連結損益計算書関係）

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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

役員報酬 95,400千円

従業員給料手当 182,089

賞与引当金繰入額 15,947

退職給付費用 2,181

役員退職給与引当金繰入額 9,712

広告宣伝費 33,978

販売促進費 13,926

営業開発費 46,554

支払手数料 36,992

役員報酬 108,474千円

従業員給料手当 163,727

賞与引当金繰入額 11,774

退職給付費用 9,358

役員退職給与引当金繰入額 12,416

広告宣伝費 35,287

販売促進費 6,271

営業開発費 24,195

貸倒引当金繰入額 33,500

支払手数料 40,306

※２．固定資産売却益の内訳

土地 2,857千円

※２．固定資産売却益の内訳

土地 13,226千円

※３．固定資産除却損の内訳

建物 1,121千円

構築物 222

工具器具・備品 1,973

建物・構築物解体費用等 13,593

※３．　　　　　　　──────

※４．固定資産売却損の内訳

建物 2,196千円

土地 6,099

※４．　　　　　　　──────

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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
（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

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金預金勘定 1,453,899千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △197,700

現金及び現金同等物 1,256,199

現金預金勘定 3,112,168千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △197,700

現金及び現金同等物 2,914,468
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①　リース取引

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
（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

（借主側） （借主側）

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）

機械・運搬
具・工具器具
備品

12,934 3,281 9,653

ソフトウェア 11,835 11,139 695

合計 24,769 14,420 10,348

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・運搬
具・工具器具
備品

12,934 5,435 7,499

　（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 2,849千円

１年超 7,499

合計 10,348

１年内 2,154千円

１年超 5,345

合計 7,499

　（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 6,915千円

減価償却費相当額 6,915千円

支払リース料 2,849千円

減価償却費相当額 2,849千円

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

 25 



②　有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 当連結会計年度末（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

株式 61,642 83,126 21,484 35,481 47,944 12,462

債券

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 61,642 83,126 21,484 35,481 47,944 12,462

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

株式 － － － － － －

債券

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 61,642 83,126 21,484 35,481 47,944 12,462

２　売却したその他有価証券

区分
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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 17,876 71,420

売却益の合計（千円） 10,953 35,169

売却損の合計（千円） 49 3,367
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３　時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

前連結会計年度末
（平成17年３月31日）

当連結会計年度末
（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,000 3,000

③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

デリバティブ取引は、金利関連では金利スワップ取

引を利用しております。

(1）取引の内容

当社では、外貨建金銭債務に係る為替リスクを回避

するために為替予約取引を利用しております。

なお当連結会計年度末においては、対象となる取引

は終了しております。

(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。

(2）取引に対する取組方針

当社におけるデリバティブ取引は、財務上発生して

いる為替リスクの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、借入金利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。

ヘッジ会計の方法については「連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に

関する事項　(8）ヘッジ会計の方法」に記載してお

ります。

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、外貨建金銭債務に係る為替リ

スクを回避するために為替予約取引を利用しており

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。

ヘッジ会計の方法については「連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に

関する事項　(8）ヘッジ会計の方法」に記載してお

ります。

(4）取引に係るリスク内容

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、取引相手先は信用度の高い金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識してお

ります。

(4）取引に係るリスク内容

通貨関連における為替予約取引には、為替相場の変

動によるリスクを有しております。

当社のデリバティブ取引の契約先は、信用度の高い

国内の金融機関であるため、相手先の契約不履行に

よるいわゆる信用リスクはほとんどないものと認識

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契約は、連結子会社においては

一切行っておらず、提出会社の管理部経理チームで

行われております。取引に関する管理規定は特に設

けておりません。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度末については、デリバティブ取引を全く利

用していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度末については、デリバティブ取引にはヘッ

ジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の制度として適格退職年金制度（退職給与支給の50％相当額）及び退職一時金

制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

退職給付債務

(1）年金資産

(2）退職給付引当金

　 222,125千円

106,501

115,624

　 227,796千円

113,819

113,976

　（注）　当社グループ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。

３．退職給付費用の内訳

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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用 4,323千円 21,967千円

　（注）　当社グループは退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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

たな卸資産評価損等否認 70,860千円

投資有価証券評価損 17,955

退職給付引当金損金算入限度超過

額
43,665

役員退職給与引当金否認 71,163

債務保証損失引当金否認 23,806

貸倒引当金否認 106,486

繰越欠損金 936,260

その他 37,800

繰延税金資産小計 1,307,999

評価性引当額 △1,294,509

繰延税金資産合計 13,490

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 8,669

繰延税金負債合計 8,669

繰延税金資産（負債）の純額 4,821

繰延税金資産

たな卸資産評価損等否認      55,251千円

投資有価証券評価損 17,955

退職給付引当金損金算入限度超過

額
45,395

役員退職給与引当金否認 27,754

債務保証損失引当金否認 23,806

貸倒引当金否認 104,183

繰越欠損金 920,760

その他 27,098

繰延税金資産小計 1,222,206

評価性引当額 △1,144,847

繰延税金資産合計 77,358

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 5,028

繰延税金負債合計 5,028

繰延税金資産（負債）の純額 72,330

　上記のほか、土地再評価に係る繰延税金負債227,262

千円を固定負債の部に計上しております。

　上記のほか、土地再評価に係る繰延税金資産30,891千

円については全額評価性引当金を計上しております。ま

た、土地再評価に係る繰延税金負債227,262千円を固定

資産の部に計上しております。

　平成17年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

　平成18年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、連結

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 8,674千円

固定資産－繰延税金資産 4,816千円

流動負債－繰延税金負債 －千円

固定負債－繰延税金負債 8,669千円

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

法定実効税率 40.35％

　（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.58

住民税均等割 1.47

評価性引当額 △33.71

その他 2.86

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.55

流動資産－繰延税金資産  72,880千円

固定資産－繰延税金資産    4,478千円

流動負債－繰延税金負債 －千円

固定負債－繰延税金負債 5,028千円

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

法定実効税率 40.35％

　（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.58

住民税均等割 1.97

評価性引当額 △85.27

その他 △0.29

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △41.67
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

最近２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。

前連結会計年度（平成16年４月１日～平成17年３月31日）

建設事業
（千円）

開発事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 4,119,223 1,011,910 92,701 5,223,835 － 5,223,835

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 11,692 11,692 (11,692) －

計 4,119,223 1,011,910 104,394 5,235,527 (11,692) 5,223,835

営業費用 3,770,112 941,615 116,183 4,827,911 150,260 4,978,171

営業利益又は損失（△） 349,110 70,295 △11,789 407,616 (161,953) 245,663

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 1,326,456 1,010,615 317,181 2,654,253 1,395,631 4,049,885

減価償却費 6,739 3,617 7,688 18,045 8,157 26,202

資本的支出 － － 4,611 4,611 304 4,916

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業……………建築・土木その他建設工事全般に関する事業

開発事業……………不動産の売買・賃貸等に関する事業

その他の事業………木材・石材等の加工及び販売、浴場、賃貸マンション・分譲マンションの管理、損害

保険代理、情報処理サービス業、情報提供サービス業、在宅介護支援サービス業等に

関する事業

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は164,353千円であり、その主なものは

当社の管理部等管理部門に係る費用であります。

４．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1,395,631千円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

建設事業
（千円）

開発事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 4,124,909 788,103 101,729 5,014,742 － 5,014,742

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,330 76,214 10,153 90,697 (90,697) －

計 4,129,239 864,317 111,882 5,105,439 (90,697) 5,104,742

営業費用 3,892,879 840,889 110,434 4,844,203 63,475 4,907,678

営業利益 236,359 23,427 1,448 261,236 (154,173) 107,063

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 1,731,168 1,236,867 412,161 3,380,197 2,802,732 6,182,929

減価償却費 5,802 2,454 13,407 21,663 3,128 24,792

資本的支出 － － 316 316 － 316

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業……………建築・土木その他建設工事全般に関する事業

開発事業……………不動産の売買・賃貸等に関する事業

その他の事業………木材・石材等の加工及び販売、浴場、賃貸マンション・分譲マンションの管理、損害

保険代理、情報処理サービス業、情報提供サービス業、在宅介護支援サービス業等に

関する事業

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は160,669千円であり、その主なものは

当社の管理部等管理部門に係る費用であります。

４．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2,802,732千円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号（記載上の注意11）に基づき、所在地別セグメント情

報の記載を省略いたしました。

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）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号（記載上の注意11）に基づき、所在地別セグメント情

報の記載を省略いたしました。
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ｃ．海外売上高

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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に基づき、

海外売上高の記載を省略いたしました。

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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号（記載上の注意５）に基づき、

海外売上高の記載を省略いたしました。

⑦　関連当事者との取引

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）役員及び個人主要株主等

属性 氏名
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(％)

関係内容

取引の内容
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

役員 木下義治 － 当社専務取締役
(所有)

直接 0.0
－ －

営業取引

建築工事の受注
3,000 － －

　（注）１．上記取引金額に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。

２．取引条件は、一般の取引と同様の取引条件であります。

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）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名
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(％)

関係内容

取引の内容
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

役員 瀬戸和海 － 当社社外監査役
(所有)

直接 0.0
－ －

営業取引

建築工事の受注

 

2,290

 

 

 

－

 弁護士報酬 1,757  －

　（注）１．上記取引金額に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。

２．取引条件は、一般の取引と同様の取引条件であります。
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（１株当たり情報）

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
（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 86.35円 １株当たり純資産額 156.12円

１株当たり当期純利益金額 13.11円 １株当たり当期純利益金額 14.79円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

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、潜在株式が

存在しないため記載して

おりません。

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額

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、潜在株式が

存在しないため記載して

おりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 160,405 178,554

普通株主に帰属しない金額（千円） 2,278 －

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） ( 　2,278) (　　　－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 158,127 178,554

期中平均株式数（株） 12,064,821 12,075,815
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（重要な後発事象）

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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は、さらなる業容拡大等による成長発展を実現すべ

く、平成17年５月25日に、株式会社アパマンショップネッ

トワーク（代表取締役社長　大村浩次）と資本・業務提携

に関する基本合意書を締結いたしました。

　なお、平成17年６月３日開催の取締役会において、平

成17年５月25日開催の取締役会において決議した株式会社

アパマンショップネットワークを割当先とする第三者割当

による新株式の発行を中止する決議をいたしました。

業務提携の内容

　株式会社アパマンショップネットワークグループの

有する建設工事を当社が受注・建設することのほか、

次の事項につき今後速やかに両社が提携委員会を組成

し、詳細を検討する。

①　営業協働戦略の策定

②　顧客情報に関する情報ネットワークの構築共同活用

③　顧客情報ネットワーク等を活用した建設事業の協

力体制の構築

④　不動産ファンド事業等に関する建設協力体制の構築

⑤　当社ローコスト建設システムを活用したＦＣ事業

の展開

⑥　①から⑤等による当社建設事業エリアの拡大

⑦　コンストラクションマネジメント事業への進出

⑧　資材の共同購入・販売

⑨　建設事業における原価管理等のノウハウの共有化

による収益性の向上

──────
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５．事業種類別受注高、売上高
(1）受注高

区分
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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

建設事業（千円） 2,737,921 4,622,453

開発事業（千円） － －

その他の事業（千円） 7,018 10,919

合計（千円） 2,744,939 4,633,373

　（注）　当社グループでは原則建設事業以外は受注生産を行っておりません。

(2）売上高

区分
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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

建設事業（千円） 4,119,223 4,124,903

開発事業（千円） 1,011,910 788,103

その他の事業（千円） 92,701 101,735

合計（千円） 5,223,835 5,014,742

　（注）　当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。
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