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決算取締役会開催日 平成18年５月26日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月30日 定時株主総会開催日 平成18年６月29日

単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株）   

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 35,679 (  14.0) 61 (△75.6) 79 (△72.2)

17年３月期 31,289 (　 7.2) 253 (　－　) 284 (　－　)

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 △868 (－) △76 88  － △11.8 0.3 0.2

17年３月期 145 (－) 12 92  － 1.8 1.1 0.9

（注）①期中平均株式数 18年３月期 11,295,399 株 17年３月期 11,295,630株

②会計処理の方法の変更 無

③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 7 00 3 50 3 50 79 － 1.0

17年３月期 7 00 3 50 3 50 79 54.2 1.0

 

(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 31,246 7,362 23.6 651 81

17年３月期 26,679 8,143 30.5 720 91

（注）①期末発行済株式数 18年３月期    11,295,220株 17年３月期 11,295,630株

②期末自己株式数 18年３月期      4,780株 17年３月期 4,370株

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 13,340 △171 △140 3 50 　― 　―

通　期 36,200 290 90 　― 3 50 7 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 7円97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ます。実際の業績等は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

現金預金   2,688,224   3,671,027  

受取手形   3,547,905   4,516,875  

完成工事未収入金   3,759,671   5,147,263  

販売用不動産   580,901   511,521  

未成工事支出金   7,727,161   8,535,299  

関係会社短期貸付金   360,000   190,000  

前払費用   17,402   14,648  

繰延税金資産   82,377   94,691  

未収入金   339,545   401,787  

その他   237,630   283,308  

貸倒引当金   △57,704   △97,228  

流動資産合計   19,283,116 72.3  23,269,196 74.5

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

建物 ※１ 3,662,262   3,791,150   

減価償却累計額  1,655,461 2,006,800  1,722,827 2,068,322  

構築物  149,533   149,533   

減価償却累計額  117,613 31,920  121,610 27,922  

機械及び装置  174,384   158,398   

減価償却累計額  161,575 12,809  147,919 10,478  

車輌運搬具  103,699   107,799   

減価償却累計額  95,580 8,119  96,317 11,482  

工具及び器具  67,684   14,484   

減価償却累計額  57,690 9,994  12,942 1,541  

備品  185,114   176,184   

減価償却累計額  143,625 41,489  135,132 41,051  

土地 ※１  2,858,866   2,975,908  

有形固定資産計   4,970,000 18.6  5,136,708 16.4
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

借地権   11,864   10,359  

ソフトウェア   6,647   4,480  

電話加入権   16,803   16,758  

その他   3,994   3,282  

無形固定資産計   39,309 0.2  34,880 0.1

３．投資その他の資産        

投資有価証券   743,875   1,064,215  

関係会社株式   503,094   503,094  

出資金   2,768   2,748  

長期貸付金   97,750   2,441  

役員又は従業員に対す
る長期貸付金

  2,156   2,602  

関係会社長期貸付金   190,000   580,000  

長期前払費用   9,716   9,994  

繰延税金資産   582,217   613,712  

投資不動産 ※１ 517,754   561,747   

減価償却累計額  33,960 483,793  36,689 525,058  

その他   255,812   545,680  

貸倒引当金   △261,179   △821,352  

投資損失引当金   △222,904   △222,904  

投資その他の資産計   2,387,100 8.9  2,805,290 9.0

固定資産合計   7,396,411 27.7  7,976,879 25.5

資産合計   26,679,528 100.0  31,246,075 100.0
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

支払手形   2,270,658   3,446,613  

工事未払金   5,479,382   7,832,512  

短期借入金 ※１  3,150,600   2,966,400  

未払金   60,785   65,390  

未払法人税等   32,976   120,034  

未払費用   41,050   66,166  

未成工事受入金   4,907,815   6,351,685  

預り金   75,927   34,943  

賞与引当金   33,400   83,400  

完成工事補償引当金   31,050   31,950  

仮受消費税等 ※２  245,588   317,659  

その他   10,592   21,863  

流動負債合計   16,339,826 61.3  21,338,619 68.3

Ⅱ　固定負債        

長期借入金 ※１  500,000   617,000  

退職給付引当金   1,565,830   1,583,598  

役員退職慰労引当金   109,169   118,211  

子会社支援損失引当金   －   210,000  

その他   21,540   16,168  

固定負債合計   2,196,539 8.2  2,544,977 8.1

負債合計   18,536,366 69.5  23,883,597 76.4
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※４  1,712,500 6.4  1,712,500 5.5

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  1,341,130   1,341,130   

資本剰余金合計   1,341,130 5.0  1,341,130 4.3

Ⅲ　利益剰余金        

１．利益準備金  428,125   428,125   

２．任意積立金        

別途積立金  4,333,960   4,333,960   

３．当期未処分利益又は当期
未処理損失(△)

 230,276   △717,146   

利益剰余金合計   4,992,361 18.7  4,044,938 12.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   97,979 0.4  264,832 0.9

Ⅴ　自己株式 ※５  △809 △0.0  △922 △0.0

資本合計   8,143,161 30.5  7,362,478 23.6

負債及び資本合計   26,679,528 100.0  31,246,075 100.0
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(2）損益計算書

 
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

完成工事高  31,110,667   35,547,113   

兼業事業売上高  178,434 31,289,102 100.0 132,708 35,679,822 100.0

Ⅱ　売上原価        

完成工事原価  29,362,386   33,870,286   

兼業事業売上原価  139,555 29,501,942 94.3 125,870 33,996,156 95.3

売上総利益        

完成工事総利益  1,748,280   1,676,826   

兼業事業売上総利益  38,878 1,787,159 5.7 6,838 1,683,665 4.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

役員報酬  168,222   162,971   

従業員給料手当  604,127   582,061   

賞与引当金繰入額  10,211   24,048   

退職給付費用  48,780   44,759   

役員退職慰労引当金繰入
額

 6,059   28,142   

法定福利費  96,344   91,618   

福利厚生費  33,764   37,067   

修繕維持費  22,642   23,915   

事務用品費  31,292   36,155   

通信交通費  84,654   88,056   

動力用水光熱費  14,436   16,058   

調査研究費  3,719   2,384   

広告宣伝費  26,987   29,263   

交際費  20,771   24,189   

寄付金  5,048   2,280   

地代家賃  41,986   44,229   

減価償却費  92,626   88,454   

租税公課  34,280   38,447   

事業税  16,135   15,329   

保険科  6,792   6,800   

研究開発費 ※２ 47,018   40,243   
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前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

貸倒引当金繰入額  －   75,398   

雑費  117,783 1,533,686 4.9 119,935 1,621,812 4.5

営業利益   253,472 0.8  61,853 0.2

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  ※１ 21,278   16,743   

受取配当金  8,769   10,189   

受取賃貸料  35,670   39,266   

その他  52,823 118,541 0.4 19,458 85,657 0.2

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  65,465   65,529   

貸倒引当金繰入額  20,009   －   

その他  2,053 87,527 0.3 2,763 68,293 0.2

経常利益   284,486 0.9  79,217 0.2

Ⅵ　特別利益        

固定資産売却益 ※３ 85   1,077   

貸倒引当金戻入益  1,166   －   

投資有価証券売却益  －   6   

過去勤務債務戻入益  51,195 52,448 0.2 － 1,084 0.0

Ⅶ　特別損失        

固定資産売却損 ※４ 612   45,051   

固定資産除却損 ※５ 1,687   3,293   

投資有価証券売却損  4,750   888   

投資有価証券評価損  420   9,999   

貸倒引当金繰入額  －   589,174   

販売用不動産評価損  7,192   84,038   

会員権評価損  500   400   

減損損失  ※６ －   48,736   

子会社支援損失引当金
繰入額

 － 15,163 0.1 210,000 991,582 2.7

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

  321,772 1.0  △911,280 △2.5
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前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

法人税、住民税及び事
業税

 16,840   114,163   

法人税等調整額  158,981 175,821 0.5 △157,089 △42,926 △0.1

当期純利益又は当期純
損失(△)

  145,950 0.5  △868,354 △2.4

前期繰越利益   123,860   190,741  

中間配当額   39,534   39,533  

当期未処分利益又は当
期未処理損失(△)

  230,276   △717,146  

       

完成工事原価報告書

 
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

材料費  2,887,632 9.8 3,036,078 9.0

労務費  506,022 1.7 648,637 1.9

外注費  23,402,158 79.7 27,603,751 81.5

経費  2,566,573 8.8 2,581,819 7.6

（うち人件費）  (1,621,503) (5.5) (1,597,477) (4.7)

計  29,362,386 100.0 33,870,286 100.0

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

　　兼業事業売上原価報告書

 
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

土地代  90,316 64.7 67,936 54.0

外注費  30,194 21.6 45,255 36.0

経費  19,044 13.7 12,678 10.0

計  139,555 100.0 125,870 100.0

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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(3）利益処分案

前事業年度
（平成17年６月29日
株主総会決議）

当事業年度
（平成18年６月29日
株主総会決議）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益又は当期

　　 未処理損失(△)
  230,276  △717,146

Ⅱ　任意積立金取崩高      

　　別途積立金取崩額  － － 900,000 900,000

Ⅲ　利益処分額      

　　利益配当金  39,534 39,534 39,533 39,533

　　(1株につき)  (3円50銭)  (3円50銭)  

Ⅳ　次期繰越利益   190,741  143,320

  前事業年度 当事業年度

（注）平成16年12月10日に39,534千円

（１株につき3円50銭）の中間配

当を実施いたしました。 

（注）平成17年12月12日に39,533千円

（１株につき3円50銭）の中間配

当を実施いたしました。 
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっておりま

す。

子会社株式及び関連会社株式

同左

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）によっております。

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によっており

ます。

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

販売用不動産

個別法による原価法によっております。

販売用不動産

同左

未成工事支出金

個別法による原価法によっております。

未成工事支出金

同左

３．固定資産の減価償却の方法 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日以降

に取得した建物（附属設備は除く）につ

いては定額法）によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

有形固定資産及び投資不動産

同左

無形固定資産

自社利用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

定額法によっております。

無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失に備える

ため、当該会社の財政状態等を勘案し、

損失見込額を計上しております。

投資損失引当金

同左

- 40 -



項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

賞与引当金

同左

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備える

ため、当事業年度の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。

完成工事補償引当金

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に

基づいて計上しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間内の一定

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年度から費用処理

しております。

過去勤務債務は、発生年度に一括処理

しております。なお、当事業年度におい

て退職金規程を改定したことに伴う過去

勤務債務戻入益を特別利益に計上してお

ります。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に

基づいて計上しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間内の一定

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年度から費用処理

しております。

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、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

 ────── 子会社支援損失引当金

債務超過子会社の支援に対する損失に備

えるため、当該会社の財政状態を勘案し、

損失見込額を計上しております。 

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．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等に相当する額の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の会

計処理は、税抜方式によっております。

消費税等に相当する額の会計処理

同左
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　会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用しております。これにより

税引前当期純損失は48,736千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

則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

「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、当事業年度から「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16,135千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が16,135千円減少

しております。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保に供している資産 担保に供している資産

建物 　　 　855,327千円

土地 1,177,588

投資不動産       80,000

計 2,112,916

建物 814,771千円

土地 1,177,529

投資不動産 80,000

計 2,072,300

上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金     2,500,000千円

長期借入金       500,000

計     3,000,000

（注）上記以外に、現金預金のうち定期預金65,000

千円は、子会社トヨタホームしなの㈱の当座

借越契約の担保に供しております。なお、当

事業年度末において同契約による当座借越残

高はありません。

短期借入金 2,300,000千円

長期借入金 500,000

計 2,800,000

（注）上記以外に、現金預金のうち定期預金65,000

千円は、子会社トヨタホームしなの㈱の当座

借越契約の担保に供しております。なお、当

事業年度末において同契約による当座借越残

高はありません。

※２．仮受消費税等は、未成工事受入金等に対するもので

あります。

※２．仮受消費税等は、未成工事受入金等に対するもので

あります。

３．保証債務

下記の関係会社及び取引先の金融機関借入金等につ

いて債務保証を行っております。

３．保証債務

下記の関係会社及び取引先の金融機関借入金等につ

いて債務保証を行っております。

守谷建工㈱       207,320千円

守谷道路㈱       7,568

トヨタホームしなの㈱  81,040

一建設㈱  162,980

㈱ノウビ 18,100

計       477,008

守谷建工㈱ 151,730千円

トヨタホームしなの㈱ 55,158

一建設㈱ 104,540

第一住宅協同組合 114,450

㈱ノウビ 60,120

計       485,998

※４．会社が発行する株式の総数 ※４．会社が発行する株式の総数

普通株式    39,000,000株

発行済株式総数

普通株式    11,300,000株

普通株式 39,000,000株

発行済株式総数

普通株式 11,300,000株

※５. 自己株式の保有数 ※５. 自己株式の保有数

普通株式      4,370株 普通株式 4,780株

６. 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97,979千円で

あります。

６. 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264,832千円

であります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．　　　　　　　────── ※１．関係会社との取引

関係会社よりの受取利息 9,414千円

なお、上記以外に営業外収益には関係会社との取引

にかかるものが9,097千円含まれております。

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費  47,018千円 一般管理費に含まれる研究開発費 40,243千円

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置    85千円 土地 236千円

投資不動産 840

計  1,077

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

電話加入権     241千円

投資不動産     371

計     612

建物 38,226千円

土地 6,620

借地権 205

計 45,051

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物    265千円

構築物      166

機械及び装置  50

工具及び器具  611

備品      594

計      1,687

建物 2,401千円

車輌運搬具 72

工具及び器具  25

備品 748

電話加入権  45

計           3,293

※６．　　　　　　　─────── ※６．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

 （千円）

長野県須

坂市

賃貸用資

産
土地 48,736

当社は、自社利用の事業用資産については主として

支店等の拠点ごとに、賃貸用資産については個別物

件ごとにグルーピングしております。

その結果、近年の著しい地価の下落により上記の資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（48,736千円）として特別損失に計上

しております。なお、当該資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、その評価額は固定

資産税評価額に基づいて算定しております。
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①　リース取引関係

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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

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）

備品 14,760 8,856 5,904

合計 14,760 8,856 5,904

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）

備品 14,760 11,808 2,952

合計 14,760 11,808 2,952

（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）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。

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      2,952千円

１年超 2,952

合計 5,904

１年内 2,952千円

１年超 －

合計 2,952

（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）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。

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      2,952千円

減価償却費相当額      2,952千円

支払リース料 2,952千円

減価償却費相当額 2,952千円

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

　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。

──────

 

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。 

②　有価証券関係

　前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）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）のいずれにおいても、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。
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③　税効果会計関係

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．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（流動） 千円

販売用不動産評価損否認 209,899

繰越欠損金 13,634

貸倒引当金繰入限度超過額 22,009

賞与引当金 13,506

完成工事補償引当金 12,555

その他 20,671

小計 292,277

評価性引当額 △209,899

繰延税金資産（流動）合計 82,377

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入限度超過額 586,254

貸倒引当金繰入限度超過額 91,260

投資損失引当金 90,138

役員退職慰労引当金 44,145

関係会社株式評価損否認 22,847

投資有価証券評価損否認 22,804

その他 4,354

小計 861,804

評価性引当額 △213,066

繰延税金資産（固定）合計 648,738

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △66,520

繰延税金資産（固定）純額 582,217

繰延税金資産（流動） 千円

販売用不動産評価損否認 233,377

貸倒引当金繰入限度超過額 31,861

賞与引当金 33,725

完成工事補償引当金 12,919

その他 16,185

小計 328,069

評価性引当額 △233,377

繰延税金資産（流動）合計 94,691

  

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 640,375

貸倒引当金繰入限度超過額 330,138

投資損失引当金 90,138

子会社支援損失引当金 84,919

役員退職慰労引当金 47,802

関係会社株式評価損否認 22,847

投資有価証券評価損否認 26,848

減損損失 19,708

その他 12,608

小計 1,275,386

評価性引当額 △481,872

繰延税金資産（固定）合計 793,513

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △179,800

繰延税金資産（固定）純額 613,712

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

なった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

％

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項

目
8.1

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
△0.5

住民税均等割等 5.2

評価性引当額の増加額 1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.6

％

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項

目
△1.9

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目
0.2

住民税均等割等 △1.9

評価性引当額の増加額 △32.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.7
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額（円　銭）  720 91  651 81

１株当たり当期純利益金額又は１株

当たり当期純損失金額(△)（円　銭）
 12 92  △76 88

潜在株式調整後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又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

当期純利益又は当期純損失(△)

(千円)
145,950 △868,354

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失(△)(千円)
145,950 △868,354

期中平均株式数（株） 11,295,630 11,295,399

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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７．役員の異動について

（平成18年６月29日付）

(1）新任取締役候補

取締役    　　前崎昭夫　　（現　東京支店副支店長兼営業部長）

取締役　　　　加藤　博　　（現　名古屋支店副支店長兼営業部長）

(2）退任予定取締役

専務取締役　　長沢欽一　　（現　専務取締役建築担当兼リニューアル事業本部長）

常務取締役　　野沢清一　　（現　常務取締役技術本部長兼品質管理室長）

以上
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