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１．平成18年４月期の連結業績（平成17年５月１日～平成18年４月30日）

(1）連結経営成績 （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４月期 21,304 (29.1) 1,768 (47.1) 1,059 (76.9) 

17年４月期 16,503 （45.3） 1,201 (107.3) 598 (122.2)

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４月期 561 （△5.2) 78 79 － － 27.4 3.5 5.0

17年４月期 592 （719.5） 92 48 － － 45.8 3.2 3.6

（注）①持分法投資損益 18年４月期 －百万円 17年４月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年４月期 6,800,000株 17年４月期 6,084,932株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （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４月期 38,504 2,303 6.0 334 86

17年４月期 21,487 1,791 8.3 258 72

（注）期末発行済株式数（連結） 18年４月期          6,800,000株 17年４月期 6,800,000株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年４月期 △5,324 △6,870 13,576 4,276

17年４月期 746 △2,371 3,053 2,895

(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 2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） －社

２．平成19年４月期の連結業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30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 13,000 450 234

通　期 37,000 2,500 1,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　205円88銭

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社Ｈｕｍａｎ２１）及び１００％出資子会社である株

式会社Ｈｕｍａｎ管理（不動産管理事業）、株式会社Ｈｕｍａｎキャリアサービス（人材派遣事業）の２社、計３社

により構成されており、不動産販売を主な事業としております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

（1）不動産販売事業

　不動産販売事業部門は、戸建住宅の分譲および建築条件付等宅地分譲、ワンルームマンションの１棟売りを行って

おります。

　戸建分譲および建築条件付等宅地分譲部門は、東京都の城東・城北地区、千葉県の東京寄りエリア及び神奈川県を

中心に最寄駅から徒歩10分圏内、木造３階建４ＬＤＫを中心コンセプトとし、１プロジェクト平均10棟程度の分譲開

発を行っております。

　マンション事業部門は、ワンルームタイプの１棟売りに特化し、戸建販売と同様のエリアで駅近の利便性の高い物

件を開発販売いたしております。

（2）請負工事事業

　請負工事事業部門は、金融機関等からの紹介・一般営業による、中高層住宅、店舗、オフィス等の建築請負、及び

建築条件付宅地分譲に伴う住宅の建築請負を行っております。

（3）不動産賃貸事業

　不動産賃貸事業部門は、最寄駅から徒歩圏の利便性の高い地域で、ワンルームマンションを中心とした中高層住宅

等の賃貸を行っております。住居系の賃貸事業は景気に左右されにくく、空室補充が容易であり、安定した収入が見

込めるものであります。また、当社はこの事業を行っておりました連結子会社の丸豊興産株式会社を平成17年８月１

日付で吸収合併し、その事業をすべて引き継いでおります。

（4）その他事業

　当社グループは、不動産管理、人材派遣・紹介、動物病院の運営、木材等の販売を行っております。連結子会社で

ある株式会社Ｈｕｍａｎ管理は、不動産管理業務を行っており、人材派遣・紹介業の強化拡大を目的に設立した、株

式会社Ｈｕｍａｎキャリアサービスは、一般労働派遣業及び有料紹介事業の許可を取得、平成17年12月１日より営業

を開始し、本格的に人材派遣業に進出いたしました。

 

[事業系統図]

   各事業の系統図は次のとおりであります。

※1.当社は、当連結会計年度において、新たに設立した株式会社Ｈｕｍａｎキャリアサービスへ、平成17年12月１日付で

人材紹介業を営業譲渡いたしております。
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２．経営方針

1.グループ経営の基本方針

　当社グループは、企業理念として「私たちＨｕｍａｎ２１グループは、住宅産業とサービスを通じて、お客様とと

もに豊かな暮らしとヒューマンな未来を創造し続けます」を掲げ、経営理念としている「顧客満足と取引先の発展、

社員の働きがいをもって、『社会』に貢献する。企画力、技術力、行動力をもって、企業の成長を図り、『株主利益』

に貢献する」を実践してまいります。

　今後もお客様、株主の皆様の期待に応えるべく更なる発展に邁進してまいります。

 

2.利益配分に関する基本方針

　当社は、将来の事業発展と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対して安定的な配当

を継続することを基本方針としております。

 

3.目標とする経営指標

　当社グループは、市場環境の変化に柔軟に対応するために、不動産業のなかにあって１つの事業に偏ることなく、

「戸建分譲」「マンション１棟販売」「不動産賃貸」の３つの事業を組み合わせて、成長性、効率性を高めておりま

す。これらのことから売上高経常利益率の向上を図ることを第一と考えております。

 

4.中期的なグループ経営戦略及び対処すべき課題

　中長期的な不動産マーケットの動向につきましては、当社の地盤としております首都圏への人口流入は今後も続く

ものと予想されるうえ、団塊世代ジュニアが、現在および今後、独立や世帯形成の時期にさしかかり、当社の主力と

しております戸建住宅の第一次取得者として、今後の住宅需要を支える層であると考えております。また、当社の取

扱う１棟販売マンションおよび賃貸マンションは、主にワンルームタイプであり、上記要因のほか、ライフスタイル

の多様化のなかで、今後とも相応の需要が見込まれると考えております。

　一方、当社の事業エリアの一部では、競合他社との価格面を含めた競争が厳しくなってきていることも実感いたし

ております。

　このような事業環境のもと、収益基盤の拡大、収益力の強化に向けて以下の施策を実行し、「戸建分譲」「マンショ

ン１棟販売」「不動産賃貸」の３つの事業をバランスよく発展させてまいります。東京都・千葉県・神奈川県・埼玉

県の１都３県へとその事業エリアを拡大し、首都圏における確固たる営業基盤を構築してまいります。独自のネット

ワークによる情報収集力をさらに強化し、安定的な用地仕入に努めるとともに、木造３階建・２階建、デザイン、間

取り、敷地等各地域のマーケットニーズに的確に対応した高品質な戸建住宅・ワンルームマンションをスピーディに

提供してまいります。

　住居を中心とした不動産賃貸事業部門を、景気に左右されにくい安定収益基盤として、主力事業のひとつに位置付

けており、収益性の高い物件の新規取得、既存物件の高稼働の維持、プロパティ・マネジメント業務の推進を図って

まいります。

　また、価格競争力の維持に向け、引き続き、原価の低減、経費の削減等コストダウンに注力してまいりますととも

に、財務体質の改善につきましては、市場の状況を十分考慮して、直接金融等にも取組む所存であります。

 

 5.内部管理体制の整備・運用状況

（1）内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備の　

　状況

　当社は、各部門の業務執行が適切に実施されることを確保する牽制組織として、社長直轄の「内部監査室」を設

置しております。同室は、内部監査規程及び内部監査マニュアルに基づき監査計画書を作成し、各部門の業務が社

内規程・諸取扱規程・定款及び法令に従い、適正かつ有効に運用されているかを定期的に調査します。その結果を

監査報告書として社長に報告するとともに適切な指導・改善勧告を行い、各部門はそれに基づき改善策を検討・実

施していきます。さらに内部監査室長は改善の実施状況を確認し、社長に報告いたします。以上の手続きにより、

内部監査の実効性の確保に努めております。また、内部監査室は調査報告書を監査役に報告し、必要な対策等を協

議するなど協力体制を構築しております。

　当社の主要な業務執行につきましては「組織権限規程」及び「業務管理規程」により規定されております。「組

織権限規程」は「職務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」「関係会社管理規程」「内部監査規程」「情報管

理規程」「内部者取引防止規程」に分かれており、各部の権限と責任が明確化され、各部が適切かつ合理的に機能

するよう運営しております。

 

（2）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
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　最近１年間における内部管理体制の充実に向けた取組みとしては、上記（1）の実施のほか、社内規定・法令等を

遵守するとともに、社会規範に反することがないよう全社員に対してコンプライアンスの徹底を図っております。

また、取締役会、幹部会、営業会議、工事部門会議、設計部門会議、管理部門会議等において事業リスクを捕捉し、

その低減に努めております。

 

 6.親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

 

 7.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．経営成績及び財政状態
 1.経営成績

　当期連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油・資材価格の高騰によるコスト上昇懸念など不安材料もありました

が、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、雇用所得環境の改善等を背景として個人消費が回復するなど、景気

は全体として回復基調で推移いたしました。

　当社グループが属する不動産業界におきましては、低金利や住宅ローン減税等を背景に、団塊世代ジュニアの底

堅い需要、不動産に係る投資の増加等もあり、販売環境は堅調に推移いたしました。一方で、地域によっては、地

価が下げ止まりから上昇に転じており、同業者間での土地仕入や販売競争も激化いたしました。また、耐震強度偽

装問題やアスベスト問題が発生し、国民の建築物に対する不安感が増大するなど社会問題にもなりました。

　このような事業環境のなかで、当社グループは、好立地に絞り込んだ用地仕入れの徹底、マーケットニーズに的

確に対応した良質な商品のスピーディな提供、きめ細かなアフターサービスの実施、賃貸事業強化に向けた良質物

件の新規取得等に全社一丸となって取組んでまいりました。

  その結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高213億4百万円（前年同期比29.1％増）、営業利益17

億68百万円（前年同期比47.1％増）、経常利益10億59百万円（前年同期比76.8％増）、当期純利益は5億61百万円

（前年同期比5.2％減※）となりました。

（※当期純利益の前年同期比減少は前年同期の固定資産売却益計上の影響によるものです）

 主なセグメント別の状況は、次のとおりであります。

[不動産販売事業]

　不動産販売事業部門につきましては、新規エリアである横浜のフル稼働、マンションの竣工物件の増加等により、

売上高174億88百万円（前年同期比27.1％増）となりました。

[請負工事事業]

　請負工事事業部門につきましては、受注活動の積極的な取組みにより、売上高22億99百万円（前年同期比51.8％

増）となりました。

[不動産賃貸事業]

　不動産賃貸事業部門につきましては、前期までの取得物件のフル稼動と当期における物件の新規取得、高稼働の

維持により、売上高11億58百万円（前年同期比56.5％増）となりました。

 

2.財政状態

（1）資産、負債及び資本の状況

   （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 増減

資　産 21,487 38,504 17,017

負　債 19,696 36,201 16,505

資　本 1,791 2,303 511

 

　総資産は385億4百万円となり、前連結会計年度末にくらべ170億17百万円の増加となりました。流動資産の主な増

加要因は、たな卸資産の増加によるもので、流動資産総額は215億2百万円となり前連結会計年度末にくらべ102億99

百万円増加いたしました。固定資産の主な増加要因は賃貸用不動産の取得に伴う建物、土地の増加によるもので、

固定資産総額は170億2百万円となり前連結会計年度末にくらべ67億18百万円増加いたしました。

　負債は362億1百万円となり、前連結会計年度にくらべ165億5百万円の増加となりました。流動負債の主な増加要

因は、販売用不動産の取得に伴う短期借入金及び１年以内返済予定の長期借入金の増加によるもので、流動負債総

額は204億5百万円となり前連結会計年度末にくらべ99億21百万円増加いたしました。固定負債の主な増加要因は賃

貸用不動産の取得に伴う長期借入金の増加によるもので、固定負債総額は157億96百万円となり前連結会計年度末に

くらべ65億83百万円増加いたしました。

　株主資本は23億3百万円となり、前連結会計年度にくらべ5億11百万円の増加となりました。主な増加要因は利益

剰余金4億63百万円の増加によるものです。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

   （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 746 △5,324 △6,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,371 △6,870 △4,499
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   （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 増減

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,053 13,576 10,523

現金及び現金同等物の増加高 1,427 1,381 △46

現金及び現金同等物期首残高 1,467 2,895 1,427

現金及び現金同等物期末残高 2,895 4,276 1,381

 

 （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、対前年比60億70百万円減少の53億24百万円の支出となりました。この減

少は主に、仕入債務が対前年比66億89百万円増加したことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、対前年比44億99百万円の支出増となった結果、合計68億70百万円の支出

となりました。これは主に、設備投資と設備売却との収支総額が40億円となったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、対前年比105億23百万円増加の135億76百万円の収入となりました。これ

は主に、短期借入金、長期借入金の収支総額が、それぞれ23億99百万円、64億23百万円増加したことによるもので

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は前連結会計年度末より13億81百万円増加し、42億76百万円

となりました。
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3.キャッシュ・フロー指標のトレンド

 前連結会計年度 当連結会計年度

自己資本比率（％） 8.3 6.0

時価ベースの自己資本比率（％） 27.7 16.7

債務償還年数（年） 20.7 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 1.4 －

（注）1.指標の算出方法

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

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

2.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

3.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式株式数により算出しております。

4.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されているキャッシュ・フローを利用してお

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利用しております。

5.当連結会計年度の営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオは算出しておりません。

 

4.次期の見通し

　今後のわが国経済は、原油価格・米国経済・為替相場等の動向によるところもあるものの、企業収益の改善、堅

調な設備投資、個人消費の増加等により、景気は緩やかに拡大を続けるものと見込まれます。

　不動産業界におきましては、引き続き、低金利や住宅ローン減税を背景に、第一次取得者層が団塊世代ジュニア

にあること等より、需要は堅調に推移するものと予想されますが、一方で土地および金利の上昇や同業他社との競

争激化も見込まれる状況であります。

　このような環境下、当社は、その強みである用地仕入から商品企画、設計、施工監理、販売およびアフターサー

ビス等の一貫体制を活かし、各部門において顧客ニーズにきめ細やかに対応し、高品質な商品を提供することで他

社との差別化を図ってまいります。首都圏１都３県へ拡大したその事業エリアにおいて戸建・マンションともに用

地の仕入、建築は順調に進んでおり、売上高・利益ともに当事業年度を大きく上回る見込みであります。

　不動産賃貸事業部門につきましても、当期に取得した賃貸物件の通年稼働、収益性の高い新規物件の取得により、

安定的収益基盤として売上高・利益とも増加する見込みであります。

　以上より、通期の連結業績につきましては、売上高370億円（前期比73.7％増）、経常利益25億円（前期比

136.0％増）、当期純利益14億円（前期比149.2％増）を見込んでおります。

 

5.事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考

えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。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適切な対応に努める方針であり

ますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上

で行なわれる必要があると考えております。なお、将来に関する事項につきましては、決算発表日現在で判断した

ものであります。

 

（1）不動産販売事業について

①住宅需要

　当社グループは、不動産販売事業、請負工事事業、不動産賃貸事業及びその他事業を行っておりますが、直近の

連結会計年度において不動産販売事業の売上高は全体の82.1％を占めております。当社の不動産販売事業は、戸建

分譲及びマンションの1棟販売であり、景気・金利・地価の動向ならびに将来予測及び住宅税制等の影響を受けやす

い傾向にあります。これらの諸要因の動向に大きな変化があった場合は、住宅購入予定者及び不動産業者の購入意

欲を減退させる可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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②価格競争

　当社の戸建分譲住宅は、木造３階建構造が中心であり、現在のところ建物の構造において同業者に直接の競合先

は多くはありませんが、木造３階建分野においては、今後、大手同業者の参入により価格競争が激化することも考

えられるほか、２階建住宅又は分譲マンションとの競争を強いられることも予想されます。コスト削減には従来か

ら継続して注力しており、良質の住宅を安価で提供することを目標としておりますが、競争激化等で販売が計画通

り進まない場合は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

③用地仕入

　不動産販売事業においては、戸建住宅用及びマンション用の土地仕入の成否が販売可能物件数すなわち売上高に

直結するため、独自のネットワークに基づく十分な不動産情報と迅速な意思決定により、良質の土地仕入に努めて

おりますが、今後、土地取得に係る競争激化や価格の高騰により、用地仕入が計画通り進まない場合は、当社グルー

プの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

④外注先への依存

　当社は、戸建住宅及びマンションについて、基本設計及び一部の施工監理を除いて請負業者に外注委託しており

ます。これにより当社グループは事業拡大に伴うコストの抑制を図り、効率的な運営を行っておりますが、今後、

建築件数の増加に伴い、当社グループの選定基準に合致する外注先を十分に確保できなくなったり、外注単価が上

昇してコストが増加した場合は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤業績の下期偏重傾向

　不動産販売事業の売上は、顧客への物件引渡をもって計上されますが、戸建分譲住宅の契約率が高まるのは例年

２～３月となっております。当社グループにおいてもその傾向がみられ、直近の連結会計年度においても下表の通

り売上高が下半期に偏重しております。当社としては、土地仕入、建築施工、販売時期の年間平準化に努めており

ますが、上記住宅需要の動向の影響を受けるため、今後も売上が下半期に偏重する可能性があります。

  平成18年４月期

上期 下期 通期

売上高（百万円） 7,550 13,754 21,304

構成比（％） （35.4％） （64.6％） （100.0％）

営業利益（百万円） 564 1,204 1,768

経常利益（百万円） 286 772 1,059

 

   （2）財政状態、経営成績について

○借入金への依存

　当社グループは、不動産事業に係る必要資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、事業拡大に伴い、

その残高も増加傾向にあり、平成18年４月末の総資産に占める有利子負債の割合は75.7％と高くなっております。

機動的かつ安定的な資金調達力の強化に努めておりますが、今後、何らかの要因により当社が必要としている資金

調達に支障が生じた場合、または金利が上昇・高止まりした場合、事業計画の変更・支払利息の増加等により、当

社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（3）法的規制等について

①法的規制

　当社は、土地の仕入から建築物の企画設計、施工、販売まで幅広く事業活動を行っており、宅地建物取引業法、

建設業法、建築士法、建築基準法、都市計画法、農地法、宅地造成等規制法、国土利用計画法、住宅品質確保促進

法、リサイクル法その他地方自治体の条例等により、法的規制を受けております。また、その他事業として、人材

派遣・紹介業、動物病院運営業、不動産管理業等があります。動物病院運営業は獣医師法、獣医療法、薬事法等、

不動産管理業はマンション管理法等、人材派遣・紹介業は労働者派遣法、職業安定法等、法的規制を受けておりま

す。当社グループは、全社員にコンプライアンスの徹底を図るなど法令遵守に努めておりますが、今後、これらの

規制を遵守できなかった場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

②区条例等によるマンション規制

　東京都の一部の自治体等において、一定面積以上の住戸設置を義務付けるなどマンションについて規制を行う条

例等が導入されております。当社では、これら条例等に沿って商品開発を行っており、現時点において直接の影響

はありませんが、今後さらに各自治体による規制強化が行われた場合は、当社グループの業績及び財務状況に悪影

響を及ぼす可能性があります。
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③住宅の瑕疵保証

　住宅供給者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、１０年間の瑕疵担保保証が義務付けられてお

ります。当社は、財団法人住宅保証機構に登録しており、また、主力商品の木造3階建住宅については、ＩＳＯ（国

際標準化機構）の９００１：２０００「品質マネジメントシステム」の認証を取得しており、品質の確保に万全を

期するとともに、販売後のクレーム等についてもアフターサービス担当を設置し、適切な対応に努めております。

さらにクレーム等の分析結果を基に材料、工法の改善等を行っております。しかしながら、販売件数の増加に伴い、

当社グループの品質管理に不備が生じた場合や当社グループの販売した住宅に重大な瑕疵があるとされた場合など、

当社の責任の有無や実際の瑕疵の有無にかかわらず、また根拠のない誤認であっても、当社グループの信用ならび

に業績・財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

４．時価発行公募増資に係る資金使途計画及び資金充当実績
　平成17年２月15日に実施した公募増資（調達金額450,000千円）の資金使途計画および資金充当実績は以下のとお

りであります。

(1)資金使途計画

　手取額409,220千円につきましては、設備資金246,000千円に充当し、残額については、運転資金に充当する予定

であります。

(2)資金充当実績

　平成17年２月15日に実施した公募増資の資金使途計画につきましては、計画どおり実施いたしました。
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５．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４月30日）
当連結会計年度

（平成18年４月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  2,938,899   4,544,363   

２．受取手形及び売掛金   734,372   683,665   

３．たな卸資産 ※１  7,099,185   15,810,028   

４．その他   450,078   476,873   

貸倒引当金   △19,563   △12,639   

流動資産合計   11,202,973 52.1  21,502,291 55.8 10,299,317

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物及び構築物 ※１ 4,357,899   6,637,374    

減価償却累計額  154,223 4,203,675  292,061 6,345,312   

２．土地 ※１  5,415,636   9,719,497   

３．建設仮勘定   260,809   －   

４．その他  18,588   21,368    

減価償却累計額  9,832 8,756  13,316 8,051   

有形固定資産合計   9,888,878 46.0  16,072,862 41.7 6,183,984

(2）無形固定資産         

１．連結調整勘定   11,856   7,904   

２．その他 ※１  122,238   279,829   

無形固定資産合計   134,095 0.7  287,733 0.8 153,638

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   －   489,195   

２．その他   262,863   154,387   

貸倒引当金   △1,260   △1,499   

投資その他の資産合計   261,603 1.2  642,083 1.7 380,479

固定資産合計   10,284,578 47.9  17,002,679 44.2 6,718,101

資産合計   21,487,551 100.0  38,504,971 100.0 17,017,419
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前連結会計年度

（平成17年４月30日）
当連結会計年度

（平成18年４月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金 ※２  2,827,360   5,174,231   

２．短期借入金 ※１  4,847,001   7,412,000   

３．一年内償還予定の社債   －   320,000   

４．一年内返済予定の長期
借入金

※１  2,144,929   6,681,252   

５．未払法人税等   －   431,692   

６．賞与引当金   28,425   35,255   

７．その他   635,638   350,680   

流動負債合計   10,483,354 48.8  20,405,111 53.0 9,921,757

Ⅱ　固定負債         

１．社債   －   1,800,000   

２．長期借入金 ※１  8,418,279   12,946,644   

３．繰延税金負債   474,958   472,342   

４．退職給付引当金   23,332   30,281   

５．役員退職慰労引当金   36,858   40,677   

６．その他   259,489   506,836   

固定負債合計   9,212,918 42.9  15,796,782 41.0 6,583,864

負債合計   19,696,273 91.7  36,201,894 94.0 16,505,621

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  500,000 2.3  500,000 1.3 －

Ⅱ　資本剰余金   321,667 1.5  321,667 0.8 －

Ⅲ　利益剰余金   944,805 4.4  1,408,576 3.7 463,771

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  24,805 0.1  72,831 0.2 48,026

資本合計   1,791,278 8.3  2,303,076 6.0 511,798

負債及び資本合計   21,487,551 100.0  38,504,971 100.0 17,017,419
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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   16,503,097 100.0  21,304,761 100.0 4,801,663

Ⅱ　売上原価   13,864,527 84.0  17,662,663 82.9 3,798,136

売上総利益   2,638,570 16.0  3,642,098 17.1 1,003,527

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,436,578 8.7  1,873,768 8.8 437,190

営業利益   1,201,992 7.3  1,768,329 8.3 566,336

Ⅳ　営業外収益         

１．契約解除違約金  19,000   －    

２．受取保険金  5,000   4,194    

３．金利スワップ評価益  4,408   3,699    

４．匿名組合出資配当金  －   3,908    

５．法人税等還付加算金  －   4,229    

６．その他  9,606 38,014 0.2 19,294 35,327 0.2 △2,687

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  523,065   656,086    

２．その他  118,040 641,106 3.9 88,056 744,143 3.5 103,037

経常利益   598,900 3.6  1,059,512 5.0 460,612

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 575,813   9,382    

２．貸倒引当金戻入益  － 575,813 3.5 4,766 14,149 0.0 △561,663

Ⅶ　特別損失         

１．ヘッジ会計終了損  73,777   －    

２．金利スワップ解約損  29,167 102,944 0.6 － － － △102,944

税金等調整前当期純利
益

  1,071,769 6.5  1,073,662 5.0 1,892

法人税、住民税及び事
業税

 47,304   428,608    

法人税等調整額  431,728 479,032 2.9 83,283 511,891 2.4 32,858

当期純利益   592,736 3.6  561,771 2.6 △30,965
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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５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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   51,667  321,667 270,000

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１.増資による新株の発行  270,000 270,000  － △270,000

Ⅲ　資本剰余金期末残高   321,667  321,667 －

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   394,068  944,805 550,736

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  592,736 592,736 561,771 561,771 △30,965

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  29,500  68,000   

２．役員賞与  12,500 42,000 30,000 98,000 56,000

Ⅳ　利益剰余金期末残高   944,805  1,408,576 463,771
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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５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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  1,071,769 1,073,662  

減価償却費  99,148 141,514  

支払利息  523,065 656,086  

固定資産売却益  △575,813 △9,382  

ヘッジ会計終了損  73,777 －  

売上債権の減少額  790,858 50,707  

たな卸資産の増加額  △2,021,405 △8,710,842  

仕入債務の増加額  1,222,819 2,187,399  

長期預り保証金の増加額  － 298,343  

その他流動資産の増加額  － △228,531  

その他流動負債の増加額（△減
少額）

 107,060 △192,854  

その他  236,550 8,165  

小計  1,527,831 △4,725,732 △6,253,564

利息の支払額  △514,572 △647,435  

法人税等の還付額  － 104,945  

法人税等の支払額  △268,871 △57,410  

その他  1,721 1,005  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 746,109 △5,324,627 △6,070,737

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  － △224,004  

有形固定資産の売却による収入  3,938,067 43,507  

有形固定資産の取得による支出  △6,236,087 △6,342,213  

その他  △73,555 △348,062  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △2,371,576 △6,870,774 △4,499,198

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入れによる収入  9,887,380 13,133,250  

短期借入金の返済による支出  △9,721,878 △10,568,251  

長期借入れによる収入  9,793,000 17,350,000  

長期借入金の返済による支出  △7,151,535 △8,285,312  

株式の発行による収入  409,220 －  

社債の発行による収入  － 2,066,170  

社債の償還による支出  － △50,000  

金利スワップ解約による支出  △132,485 －  

配当金の支払額  △29,500 △68,000  

その他  △835 △996  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 3,053,364 13,576,860 10,523,495
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前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  1,427,898 1,381,458 △46,439

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,467,635 2,895,533 1,427,898

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  2,895,533 4,276,992 1,381,458
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社は全て連結されております。

　当該連結子会社は、丸豊興産㈱と㈱

Human管理の２社であります。

　子会社は全て連結されております。

　当該連結子会社は、㈱Human管理と㈱

Humanキャリアサービスの２社であります。

　なお、㈱Humanキャリアサービスは、当

連結会計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。

　また、前連結会計年度において連結子会

社でありました丸豊興産㈱は、平成17年８

月１日付で当社と合併したため、合併期日

までを連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

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

①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）を採用しております。

①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

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

　　時価のないもの

同左

 ②デリバティブ

　時価法

②デリバティブ

同左

 ③たな卸資産

イ　販売用不動産、仕掛販売用不動産及

び未成工事支出金

個別法による原価法

③たな卸資産

イ　販売用不動産、仕掛販売用不動産及

び未成工事支出金

同左

 ロ　商品及び貯蔵品

最終仕入原価法

ロ　商品及び貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法

　但し、平成10年４月以降に取得した建

物（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。

①有形固定資産

同左

 ②無形固定資産

自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

②無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

①新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

①　　　　　―――――――

 ②　　　　　――――――― ②社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

(4）重要な引当金の計上基準 ①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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当期に負担すべき金額を

計上しております。

②賞与引当金

同左

 ③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期末

自己都合要支給額に基づき計上しており

ます（簡便法）。

③退職給付引当金

同左

 ④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

④役員退職慰労引当金

同左

(5）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

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。ただし、固定資産に係

わる控除対象外消費税等は投資その他の

資産の「その他」に計上し、５年間で均

等償却を行っております。

　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。

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。

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。

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

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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。これによる損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

（連結貸借対照表）

1.有形固定資産の「建設仮勘定」は、前連結会計年度は

「その他」に含めて表示しておりましたが、資産の総額

の100分の1を超えたため区分掲記しております。なお、前

連結会計年度の「その他」に含まれている「建設仮勘定」

は9,480千円であります。

（連結貸借対照表）

1.投資その他の資産の「投資有価証券」は、前連結会計年

度は「その他」に含めて表示しておりましたが、資産の総

額の100分の1を超えたため区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「その他」に含まれている「投資有価証

券」は129,035千円であります。

2.流動負債の「未払法人税等」は、前連結会計年度は「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、資産の総額の100

分の1を超えたため区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「その他」に含まれている「未払法人税等」

は53,411千円であります。

3.固定負債の「社債」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、資産の総額の100分の1を超

えたため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「その他」に含まれている「社債」は50,000千円でありま

す。

 （連結損益計算書）

――――――

 （連結損益計算書）

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「契約解除

違約金」(当連結会計年度2,000千円）は営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

1.営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増加

額」は、前連結会計年度において区分掲記しておりました

が、当連結会計年度において「その他流動負債の増加額」

に含めて表示しております。なお、当連結会計年度におけ

る「前受金の増加額」は94,845千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

1.営業活動によるキャッシュ・フローの「その他流動資産

の増加額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示

しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれ

ている「その他流動資産の増加額」は△13,191千円であり

ます。

2.営業活動によるキャッシュ・フローの「その他流動負債

の増加額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示

しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれ

ている「その他流動負債の減少額」は△1,338千円であり

ます。

2.営業活動によるキャッシュ・フローの「長期預り保証金の

増加額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「長期預り保証金の増加額」は138,744千円であります。
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前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

3.営業活動によるキャッシュ・フローの「利息及び配当金

の受取額」は、金額的重要性が乏しいため、「その他」に

含めております。なお、当連結会計年度の「その他」に含

まれている「利息及び配当金の受取額」は1,721千円であ

ります。

3.投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預入に

よる支出」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「定期預金の預入による支出」は△31,366千円であります。

4.投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付金の回収に

よる収入」は、金額的重要性が乏しいため、「その他」に

含めております。なお、当連結会計年度の「その他」に含

まれている「貸付金の回収による収入」は301千円であり

ます。

5.財務活動によるキャッシュ・フローの「株式の発行によ

る収入」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれて

いる「株式の発行による収入」は30,000千円であります。

6.財務活動によるキャッシュ・フローの「配当金の支払

額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示してお

りましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「配当金の支払額」は△15,155千円であります。

19



追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示方法）

　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会平成16年２月13日）が公表されたこ

とに伴い、当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4,860千円を販売費及

び一般管理費に計上しております。

――――――

（たな卸資産の保有目的の変更）

　保有目的の変更により、販売用不動産から土地へ536,323

千円及び、販売用不動産から建物へ304,413千円振替えて

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４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

預金 457,725 千円

販売用不動産 2,353,841

仕掛販売用不動産 2,980,075

建物 4,038,955

土地 5,326,374

借地権 99,395

合計 15,256,367

預金 458,254 千円

販売用不動産 2,287,646

仕掛販売用不動産 8,764,518

建物 6,280,962

土地 9,664,590

借地権 278,513

合計 27,734,486

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 5,304,500 千円

一年内返済予定の長期借入金 1,632,433

長期借入金 8,385,772

合計 15,322,706

短期借入金 7,412,000 千円

一年内返済予定の長期借入金 6,671,256

長期借入金 12,924,133

合計 27,007,390

※２．連結会計年度末日満期手形

　　　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。なお当連

結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に

含まれております。

支払手形 311,638 千円

※２．連結会計年度末日満期手形

　　　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。なお当連

結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に

含まれております。

支払手形 532,303 千円

※３．発行済株式総数は普通株式6,800,000株でありま　

　す。

※３．発行済株式総数は普通株式 6,800,000株でありま　

　す。

　４.　　　　　　　───── 　４．当社グループにおいて、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しており

ます。

当座貸越契約の総額 1,100,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,100,000

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち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うち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

販売手数料 174,562 千円

貸倒引当金繰入額 16,623

給与手当 372,177

賞与引当金繰入額 19,008

給与手当 426,384 千円

賞与引当金繰入額 22,413

租税公課 239,719

支払手数料 237,756

※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

建物及び土地 575,813 千円

（賃貸用不動産）  

※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

建物及び土地 9,382 千円

（賃貸用不動産）  
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（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５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

　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４月30日現在）

　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18年４月30日現在）

現金及び預金勘定 2,938,899千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △43,366

現金及び現金同等物 2,895,533

現金及び預金勘定 4,544,363千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △267,370

現金及び現金同等物 4,276,992
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．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）

車両運搬具 9,042 8,371 670

工具器具及び
備品

57,123 17,000 40,122

ソフトウェア 4,608 76 4,531

合計 70,773 25,448 45,324

 
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）

工具器具及び
備品

64,409 29,003 35,406

ソフトウェア 4,608 998 3,609

合計 69,017 30,001 39,016

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　　　 同左

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,485千円

１年超 32,839千円

合計 45,324千円

１年内       12,776千円

１年超       26,239千円

合計       39,016千円

（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。

（注）　　　　　　　　 同左

③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 19,050千円

減価償却費相当額 19,050千円

支払リース料       13,256千円

減価償却費相当額       13,256千円

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

２.オペレーティング・リース取引

 ─────

２.オペレーティング・リース取引

 　未経過リース料

１年内     2,736千円

１年超      3,648千円

合計       6,384千円
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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
（平成17年４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30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

(1）株式 35,092 75,434 40,342 155,310 274,384 119,074

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 2,029 3,994 1,965 2,048 6,172 4,123

小計 37,122 79,429 42,307 157,359 280,557 123,198

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 3,828 3,386 △442 4,447 4,150 △296

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 5,761 5,719 △42 6,089 5,986 △102

小計 9,590 9,105 △484 10,537 10,137 △399

合計 46,712 88,535 41,822 167,896 290,695 122,798

2.時価評価されていない主な有価証券

前連結会計年度
（平成17年４月30日）

当連結会計年度
（平成18年４月30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

　　　匿名組合出資金 40,500 198,500

合計 40,500 198,500
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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５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

及び金利キャップ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、原則として将来の金利変動リス

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。

(2）取引に対する取組方針

同左

(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。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　金利関連のデリバティブ取引は、市場金利の変動によ

るリスクを有しております。なお、取引相手先は高格付

を有する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）取引に係るリスクの内容

同左

(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

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経理部門

が決済担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は

計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ

取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

(1）通貨関連

　該当事項はありません。

(2）金利関連

区分 種類

前連結会計年度（平成17年４月30日） 当連結会計年度（平成18年４月30日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引

受取変動支払固定
200,000 200,000 △6,618 △6,618 200,000 － △2,918 △2,918

金利キャップ取引         

買建
30,000

(790)

30,000

(790)
15 △774

30,000

(790)

－

 　　(－)
0 △789

合計 230,000 230,000 △6,602 △7,392 230,000 － △2,918 △3,708

前連結会計年度  当連結会計年度

（注）１．時価の算定方法  （注）１．時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づ

き算定しております。

 同左

２．（　）内の金額は、取得時に支出した、キャッ

プ料であります。

 ２．（　）内の金額は、取得時に支出した、キャッ

プ料であります。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　提出会社は、従業員退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。連結子会社については、退職

金制度を採用しておりません。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年４月30日）
当連結会計年度

（平成18年４月30日）

退職給付債務（千円） △23,332 △30,281

退職給付引当金（千円） △23,332 △30,281

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

勤務費用（千円） 7,509 7,488

退職給付費用（千円） 7,509 7,488

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年４月30日）
当連結会計年度

（平成18年４月30日）

退職給付債務の算定方法
簡便法（期末自己都合要支給額

を計上する方法）
同左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産   

未払事業税 6,104 千円

賞与引当金 11,566  

退職給付引当金 9,494  

役員退職慰労引当金 14,997  

貸倒引当金 8,055  

固定資産 15,062  

未実現利益 66,374  

繰越欠損金 142,736  

その他 6,470  

繰延税金資産合計 280,862  

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △17,017  

買換資産圧縮積立金 △148,026  

圧縮未決算積立金 △406,647  

その他 △8,955  

繰延税金負債合計 △580,647  

繰延税金負債の純額 △299,785  

繰延税金資産   

未払事業税 31,201 千円

賞与引当金 14,345  

退職給付引当金 12,321  

役員退職慰労引当金 16,551  

貸倒引当金 3,772  

固定資産 15,062  

未実現利益 65,137  

財務代理手数料 15,385  

その他 5,021  

繰延税金資産合計 178,800  

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △49,966  

買換資産圧縮積立金 △544,851  

繰延税金負債合計 △594,818  

繰延税金負債の純額 △416,017  

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

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 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.73

未実現利益に係る税効果未認識額 1.22

住民税均等割 0.14

その他 0.92

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.70

法定実効税率 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.74

住民税均等割  0.15

留保金課税 4.70

その他 0.40

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.68
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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

前連結会計年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）

 
不動産販売
事業
（千円）

請負工事事
業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

その他事業
（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

利益
       

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
13,757,677 1,514,481 740,106 490,832 16,503,097 － 16,503,097

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 358,000 5,210 110,780 473,990 △473,990 －

計 13,757,677 1,872,481 745,316 601,612 16,977,088 △473,990 16,503,097

営業費用 13,122,066 1,809,489 311,356 560,256 15,803,168 △502,063 15,301,105

営業利益 635,611 62,992 433,960 41,355 1,173,919 28,073 1,201,992

Ⅱ．資産、減価償却

費及び資本的支

出

       

資産 8,206,514 342,328 9,797,505 230,008 18,576,356 2,911,194 21,487,551

減価償却費 8,155 946 88,769 5,302 103,173 △4,025 99,148

資本的支出 39,960 5,006 6,295,981 9,398 6,350,347 △32,201 6,318,145

　（注）１．事業区分は、事業活動における業務の種類を勘案して決定しております。

２．各事業の主な内容

不動産販売事業・・・・戸建住宅及び中高層住宅（マンション）の分譲販売

請負工事事業・・・・・一般住宅、中高層住宅、店舗、オフィス等の注文建築の請負

不動産賃貸事業・・・・倉庫をはじめとする事業用不動産及び中高層住宅の賃貸

その他事業・・・・・・不動産管理、木材等の販売、人材紹介業、動物病院の運営

３．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3,122,872千円であり、その主なものは当社の余

資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券、出資金、会員権）及び繰延税金資産であります。
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当連結会計年度（自平成17年５月１日　至平成18年４月30日）

 
不動産販売
事業
（千円）

請負工事事
業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

その他事業
（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

利益
       

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
17,488,218 2,299,679 1,158,567 358,296 21,304,761 － 21,304,761

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － 2,254 257,407 259,662 △259,662 －

計 17,488,218 2,299,679 1,160,822 615,704 21,564,423 △259,662 21,304,761

営業費用 16,322,542 2,251,591 618,187 604,712 19,797,033 △260,601 19,536,432

営業利益 1,165,675 48,087 542,635 10,991 1,767,390 939 1,768,329

Ⅱ．資産、減価償却

費及び資本的支

出

       

資産 17,163,714 274,004 15,984,147 249,341 33,671,208 4,833,762 38,504,971

減価償却費 8,817 943 131,880 4,350 145,992 △4,478 141,514

資本的支出 20,866 2,743 6,516,088 3,172 6,542,871 △797 6,542,073

　（注）１．事業区分は、事業活動における業務の種類を勘案して決定しております。

２．各事業の主な内容

不動産販売事業・・・・戸建住宅及び中高層住宅（マンション）の分譲販売

請負工事事業・・・・・一般住宅、中高層住宅、店舗、オフィス等の注文建築の請負

不動産賃貸事業・・・・事業用不動産及び中高層住宅の賃貸

その他事業・・・・・・不動産管理、木材等の販売、人材派遣業、人材紹介業、動物病院の運営

３．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5,077,977千円であり、その主なものは当社の余

資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券、出資金、会員権）及び繰延税金資産であります。

b．所在地別セグメント情報

 前連結会計年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）及び当連結会計年度（自平成17年５月１日　至

平成18年４月30日）

　当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店を有していないため、該当事項

はありません。

c．海外売上高

 前連結会計年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）及び当連結会計年度（自平成17年５月１日　至

平成18年４月30日）

　当社グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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
（％）

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 村上幹男 － －

当社代表取

締役社長

あすなろ産

業株式会社

代表取締役

社長　

被所有

直接41.5
－ －

不動産の

売却
53,073 － －

主要株主が

議決権の過

半数を保有

している会

社

市川住販

株式会社

東京都

台東区
10,000

不動産の販

売及び仲介
－ －

当社分譲

物件の販

売及び当

社仕入物

件の仲介

不動産の

販売代理
10,535 － －

不動産の

仲介
42,338 － －

　（注）１．上記金額のうち、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．あすなろ産業株式会社は、当社の役員村上幹男氏が議決権の100％を直接保有しております。

　　　　３．市川住販株式会社は、当社の主要株主豊﨑藤吉氏（被所有割合　直接11.0％）が議決権の100％を直接保有

　　　　　しております。

４．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）不動産の売却につきましては、いわゆる第三者のための取引であり、価格その他の取引条件は、一般的取

引条件によっております。

(2）不動産の販売代理につきましては、価格その他の取引条件は一般的取引条件によっております。

(3）不動産の仲介につきましては、価格その他の取引条件は一般的取引条件によっております。

当連結会計年度（自平成17年５月１日　至平成18年４月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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
（％）

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 村上幹男 － －

当社代表取

締役社長

株式会社浅

草むぎとろ

代表取締役

社長　

被所有

直接52.6
－ －

 

請負工事

 

428,571 － －

店舗の利用

及び贈答品

の購入

10,718  － －

主要株主が

議決権の過

半数を保有

している会

社

市川住販

株式会社

東京都

台東区
10,000

不動産の販

売及び仲介
－ －

当社分譲

物件の販

売及び当

社仕入物

件の仲介

不動産の仲

介
8,269 未払金 8,683

　（注）１．上記金額のうち、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．株式会社浅草むぎとろは、あすなろ産業株式会社が社名変更したものであります。

３．株式会社浅草むぎとろは、当社の役員村上幹男氏及びその二親等以内の親族が計75.0％を直接保有しており

ます。

４．市川住販株式会社は、当社の主要株主豊崎藤吉氏が議決権の100％を直接保有しておりますが、同氏は、平

成17年12月22日付で当社株式を売却し、当社主要株主に該当しないこととなりました。従って同社との取引

金額は平成17年５月１日から平成17年12月22日までの金額を、期末残高については平成17年12月22日時点で

の残高を記載しております。

５．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）請負工事につきましては、いわゆる第三者のための取引であり、価格その他の取引条件は、一般的取引条

件によっております。

(2）店舗の利用及び贈答品の購入につきましては、いわゆる第三者のための取引であり他の利用者と同一の条

件によっております。

(3）不動産の仲介につきましては、価格その他の取引条件は一般的取引条件によっております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり純資産額 259円01銭

１株当たり当期純利益金額 92円48銭

１株当たり純資産額 334円86銭

１株当たり当期純利益金額 78円79銭

　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については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　当社は、平成16年８月13日付で株式１株につき10株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 132円58銭

１株当たり当期純利益金額 10円77銭

　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次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

当期純利益（千円） 592,736 561,771

普通株主に帰属しない金額（千円） 30,000 26,000

（うち利益処分による役員賞与金） (30,000) (26,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 562,736 535,771

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,084 6,800

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

  ────── 平成17年7月22日定時株主総会決議

ストックオプション

（新株予約権）

普通株式　　　　150,000株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況

 　（1）生産実績

 　　　当連結会計年度の生産実績を事業別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

不動産販売事業 16,295,200 133.4

請負工事事業 2,299,679 151.8

合計 18,594,879 135.4

　　（注）1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　　　　　2.金額は販売価格によっております。

　　　　　3.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 　（2）受注実績

 　　　当連結会計年度の受注実績を事業別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）  前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

請負工事事業 1,442,036 73.8 168,857 16.5

合計 1,442,036 73.8 168,857 16.5

　　（注）1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　　　　　2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　3.不動産販売事業は見込み生産を行っているため該当事項はありません。

 

 　（3）販売実績

 　　　当連結会計年度の販売実績を事業別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

不動産販売事業 17,488,218 127.1

請負工事事業 2,299,679 151.8

不動産賃貸事業 1,158,567 156.5

その他事業 358,296 73.0

合計 21,304,761 129.1

　　（注）1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　　　　　2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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