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平成１８年５月期  個別財務諸表の概要  
平成１８年７月１８日 

 
会 社 名 株式会社ウッドフレンズ 上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 ８８８６ 本社所在都道府県  愛知県 
(ＵＲＬ http://www.woodfriends.co.jp)  

代 表 者 役職名 代表取締役社長  氏名 前田 和彦 
問合せ先責任者 役職名 管理部次長    氏名 伊藤 嘉浩    ＴＥＬ(052)937－0198 
決算取締役会開催日  平成１８年７月１８日 配当支払開始日  平成１８年８月３０日 
定時株主総会開催日  平成１８年８月２９日 単元株制度採用の有無 有(１単元)・ ○無  

 
１．１８年５月期の業績（平成１７年６月１日～平成１８年５月３１日） 
(1) 経営成績                                    (百万円未満切捨) 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 

１８年５月期 
１７年５月期 

百万円   ％ 

17,306 （   39.0） 
12,451 （   26.4） 

百万円   ％ 

1,075 （   61.4） 
666 （   17.7） 

百万円   ％ 

893 （   77.9） 
502 （  7.2） 

 
 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 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
１８年５月期 
１７年５月期 

百万円   ％ 
485  （ 135.2） 
206  （△22.6） 

円 銭 
131,131 23   
52,907 21   

円 銭 
―――  
―――  

％ 
21.7   
10.6   

％ 
6.9   
4.6   

％ 
5.2   
4.0   

(注) 1. 期中平均株式数  18年 5 月期 3,700 株  17年 5 月期 3,700 株 
 2. 会計処理の方法の変更   有 ・ ○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 

 
4. 平成 18 年６月１日を効力発生日として、１：４の株式分割を実施しております。なお、１株当たり当期純利益

は、株式分割前の株式数により算定しております。 
 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株当たり純資産 
 

１８年５月期 
１７年５月期 

百万円 
12,538      
13,523      

百万円 
2,456      
2,014      

％ 
19.6   
14.9   

円  銭 
664,025   18   
541,488   04   

(注) 1. 期末発行済株式数  18 年 5月期 3,700 株  17 年 5月期 3,700 株 
 2. 期末自己株式数   18 年 5月期    ― 株  17 年 5月期     ― 株 

 3. 平成 18 年６月１日を効力発生日として、１：４の株式分割を実施しております。なお、１株当たり純資産は、
株式分割前の株式数により算定しております。 

 
２．１９年５月期の業績予想（平成１８年６月１日～平成１９年５月３１日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
 

中 間 期 
通 期 

百万円 
6,646      

20,135      

百万円 
47      
975      

百万円 
25      
530      

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）35,810円 81 銭 
(注) 1. 平成 19年 5 月期の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不

確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と大きく異なる可能
性があります。 

 2. 平成 18 年６月１日を効力発生日として、１：４の株式分割を実施しております。なお、１株当たり予想当期純
利益は、株式分割後の株式数により算定しております。 

 
３．配当状況 

1 株当たり配当金(円) 
 

中 間 期 末 年 間 
配当金総額 
(百万円) 

配当性向 
(％) 

純資産 
配当率(％) 

１７年５月期 ― 18,000.00 18,000.00 66 34.0 3.3 
１８年５月期 ― 24,000.00 24,000.00 88 18.3 4.0 
１９年５月期(予想) ― 5,000.00 5,000.00 74   
(注)  17 年 5月期期末配当金の内訳  普通配当 18,000 円 00 銭  記念配当   ――― 
    18 年 5月期期末配当金の内訳  普通配当 20,000 円 00 銭  記念配当 4,000 円00 銭  
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６．個別財務諸表等 

(1) 貸借対照表 
 

  
第23期 

(平成17年５月31日) 
第24期 

(平成18年５月31日) 増減 

区分 
注記 
番号 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   824,153   1,433,243  609,090 
２ 完成工事未収入金   13,013   8,542  △4,470 
３ 売掛金   11,653   10,429  △1,224 
４ 販売用土地 ※１  6,708,670   6,883,429  174,758 
５ 販売用建物 ※１  135,139   69,100  △66,039 
６ 商品   48,670   26,630  △22,039 
７ 未成工事支出金 ※１  2,530,830   1,995,270  △535,559 
８ 材料   159,715   95,128  △64,587 
９ 前渡金   112,154   61,295  △50,858 
10 関係会社短期貸付金   200,000   15,000  △185,000 
11 繰延税金資産   52,908   92,037  39,129 
12 その他   126,285   51,441  △74,843 

流動資産合計   10,923,196 80.8  10,741,550 85.7 △181,645 
Ⅱ 固定資産         
１ 有形固定資産         
(1) 建物 ※１ 771,855   381,213    

減価償却累計額  153,061 618,793  129,735 251,478  △367,315 
(2) 機械及び装置  771   771    

減価償却累計額  733 38  733 38  ― 
(3) 車両運搬具  8,135   8,135    

減価償却累計額  7,268 866  7,521 613  △252 
(4) 工具器具備品  29,173   18,840    

減価償却累計額  25,839 3,333  11,078 7,762  4,428 
(5) 土地 ※１  1,531,692   679,448  △852,243 
(6) 建設仮勘定 ※１  154,266   15,120  △139,145 
有形固定資産合計   2,308,991 17.0  954,462 7.6 △1,354,529 

２ 無形固定資産         
(1) ソフトウェア   8,367   43,915  35,548 
(2) 電話加入権   883   883  ― 
無形固定資産合計   9,250 0.1  44,798 0.3 35,548 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   100,131   158,720  58,589 
(2) 関係会社株式 ※１  57,000   77,007  20,007 
(3) 出資金   8,060   8,060  ― 
(4) 関係会社長期貸付金   105,500   536,785  431,285 
(5) 長期前払費用   16,649   20,731  4,081 
(6) 会員権   2,776   2,776  ― 
(7) 保証金   7,950   10,092  2,142 
(8) 繰延税金資産   43,747   10,202  △33,544 
(9) その他   7,727   7,631  △95 
(10) 貸倒引当金   △67,000   △34,000  33,000 

投資その他の資産合計   282,542 2.1  798,006 6.4 515,464 
固定資産合計   2,600,784 19.2  1,797,267 14.3 △803,516 
資産合計   13,523,980 100.0  12,538,818 100.0 △985,162 

         

 



― 30 ― 
 

 
  

第23期 
(平成17年５月31日) 

第24期 
(平成18年５月31日) 増減 

区分 
注記 
番号 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 工事未払金   1,223,167   896,929  △326,238 

２ 買掛金   24,953   8,113  △16,840 

３ １年内償還予定社債   20,000   220,000  200,000 

４ 短期借入金 ※１  6,360,450   6,068,200  △292,250 
５ １年内返済予定 

長期借入金 ※１  131,847   231,200  99,353 

６ 未払金   36,851   118,266  81,415 

７ 未払費用   48,973   106,729  57,755 

８ 未払法人税等   176,847   372,424  195,577 

９ 未成工事受入金   106,227   153,005  46,777 

10 預り金   33,176   33,682  505 

11 賞与引当金   25,000   ―  △25,000 

12 役員賞与引当金   ―   20,000  20,000 

13 完成工事補償引当金   82,100   79,100  △3,000 

14 その他   7,143   127,181  120,037 

流動負債合計   8,276,737 61.2  8,434,830 67.3 158,093 

Ⅱ 固定負債         

１ 社債   440,000   220,000  △220,000 

２ 長期借入金 ※１  2,462,800   1,078,600  △1,384,200 

３ 預り保証金   330,437   348,494  18,056 

固定負債合計   3,233,237 23.9  1,647,094 13.1 △1,586,143 

負債合計   11,509,975 85.1  10,081,925 80.4 △1,428,049 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２  279,125 2.1  ―  △279,125 

Ⅱ 資本剰余金         

資本準備金   269,495   ―  △269,495 

資本剰余金合計   269,495 2.0  ―  △269,495 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 利益準備金   69,781   ―  △69,781 

２ 任意積立金         

別途積立金  1,050,000 1,050,000  ― ―  △1,050,000 

３ 当期未処分利益   306,822   ―  △306,822 

利益剰余金合計   1,426,603 10.5  ―  △1,426,603 
Ⅳ その他有価証券 

評価差額金   38,782 0.3  ―  △38,782 

資本合計   2,014,005 14.9  ―  △2,014,005 

負債及び資本合計   13,523,980 100.0  ―  △13,523,980 
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第23期 
(平成17年５月31日) 

第24期 
(平成18年５月31日) 増減 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   ―   279,125 2.2 279,125 

２ 資本剰余金         

資本準備金   ―   269,495  269,495 

資本剰余金合計   ―   269,495 2.2 269,495 

３ 利益剰余金         

(1) 利益準備金   ―   69,781  69,781 

(2) その他利益剰余金         

別途積立金  ―   1,170,000    

繰越利益剰余金  ― ―  594,907 1,764,907  1,764,907 

利益剰余金合計   ―   1,834,689 14.6 1,834,689 

株主資本合計   ―   2,383,309 19.0 2,383,309 

Ⅱ 評価・換算差額等         

その他有価証券 
評価差額金   ―   73,584  73,584 

評価・換算差額等合計   ―   73,584 0.6 73,584 

純資産合計   ―   2,456,893 19.6 2,456,893 

負債及び純資産合計   ―   12,538,818 100.0 12,538,818 
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(2) 損益計算書 
 

  
第23期 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

増減 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

Ⅰ 売上高         

１ 分譲事業売上高  9,126,401   11,924,644    

２ 完成工事高  1,592,195   454,954    

３ 都市事業売上高  1,140,551   4,267,349    

４ その他の事業収入  592,357 12,451,506 100.0 659,280 17,306,229 100.0 4,854,723 

Ⅱ 売上原価         

１ 分譲事業売上原価  7,859,109   10,513,280    

２ 完成工事原価  1,223,686   336,915    

３ 都市事業売上原価  893,830   3,266,802    

４ その他の事業原価  483,924 10,460,550 84.0 579,496 14,696,494 84.9 4,235,943 

売上総利益   1,990,956 16.0  2,609,735 15.1 618,779 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１ 役員報酬  48,870   52,229    

２ 給料手当  322,831   416,576    

３ 賞与引当金繰入額  15,714   ―    

４ 役員賞与引当金繰入額  ―   20,000    

５ 雑給  87,621   86,337    

６ 販売手数料  74,538   195,055    

７ 広告宣伝費  244,346   295,472    

８ 租税公課  95,864   82,910    

９ 地代家賃  19,190   19,945    

10 減価償却費  33,612   41,724    
11 完成工事補償引当金 

繰入額  82,100   60,549    

12 その他  299,891 1,324,581 10.6 263,445 1,534,247 8.9 209,665 

営業利益   666,374 5.4  1,075,488 6.2 409,114 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息 ※１ 2,946   11,310    

２ 受取配当金  246   453    

３ 受取手数料 ※１ 10,541   13,776    

４ 償却資産税還付金等  2,541   ―    

５ その他  1,336 17,612 0.1 4,757 30,297 0.2 12,684 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  167,848   198,490    

２ 社債発行費  3,000   ―    

３ その他  11,036 181,884 1.5 13,983 212,474 1.2 30,590 

経常利益   502,103 4.0  893,311 5.2 391,208 
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第23期 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

増減 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

Ⅵ 特別利益         

  貸倒引当金戻入  ― ―  33,000 33,000 0.2 33,000 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※２ 33,405   42,970    

２ 会員権評価損  3,275   ―    

３ 関係会社株式評価損  53,999   ―    

４ 貸倒引当金繰入額  34,000   ―    

５ 貸倒損失  13,445 138,126 1.1 ― 42,970 0.3 △95,155 

税引前当期純利益   363,976 2.9  883,340 5.1 519,363 
法人税、住民税 
及び事業税  214,314   427,527    

法人税等調整額  △56,594 157,720 1.2 △29,371 398,155 2.3 240,435 

当期純利益   206,256 1.7  485,185 2.8 278,928 

前期繰越利益   100,565   ―  △100,565 

当期未処分利益   306,822   ―  △306,822 
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(3) 利益処分案 
 

 
(株主総会承認年月日)  

第23期 
(平成17年８月26日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   306,822 

Ⅱ 利益処分額    

１ 配当金  66,600  

２ 役員賞与金  10,500  

(うち監査役賞与)  (700)  

３ 任意積立金    

別途積立金  120,000 197,100 

Ⅲ 次期繰越利益   109,722 
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(4) 株主資本等変動計算書 

第24期(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金合計 

平成17年５月31日残高(千円) 279,125 269,495 269,495 

事業年度中の変動額 ― ― ― 

 新株の発行 ― ― ― 

事業年度中の変動額合計 
(千円) ― ― ― 

平成18年５月31日残高(千円) 279,125 269,495 269,495 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計 

平成17年５月31日残高(千円) 69,781 1,050,000 306,822 1,426,603 1,975,223 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― △66,600 △66,600 △66,600 

 役員賞与の支給 ― ― △10,500 △10,500 △10,500 

 当期純利益 ― ― 485,185 485,185 485,185 

 別途積立金の積立 ― 120,000 △120,000 ― ― 

事業年度中の変動額合計 
(千円) ― 120,000 288,085 408,085 408,085 

平成18年５月31日残高(千円) 69,781 1,170,000 594,907 1,834,689 2,383,309 

 
評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成17年５月31日残高(千円) 38,782 38,782 

事業年度中の変動額   

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 34,801 34,801 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 34,801 34,801 

平成18年５月31日残高(千円) 73,584 73,584 
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重要な会計方針 
 

項目 
第23期 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び
評価方法 

(1) 子会社株式 
  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 
同左 

 (2) その他有価証券 

  時価のあるもの 
   期末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) 

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの 
同左 

   時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

  時価のないもの 
同左 

２ たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

(1) 販売用土地・販売用建物・未成工
事支出金 

  個別法による原価法 

(1) 販売用土地・販売用建物・未成工
事支出金 

同左 
 (2) 商品・材料 

  月次移動平均法による原価法 
(2) 商品・材料 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法により償却しております。 
  ただし、平成10年４月１日以降に

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。 

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法の規定する方法
と同一の基準によっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 
  ソフトウェア(自社利用)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。 

(2) 無形固定資産 
同左 

 (3) 長期前払費用 
  均等償却によっております。 

(3) 長期前払費用 
同左 

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費は、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 
第23期 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

５ 引当金の計上基準 (1) 完成工事補償引当金 
  引渡済建物の瑕疵担保責任に基づ

く補償費の支出に備えるため、過

去２年間の実績を基礎に、将来の
補償を加味した金額を計上してお
ります。 

(1) 完成工事補償引当金 
同左 

 (2) 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
績率により算定した回収不能見込

額を、また貸倒懸念債権等特定の
債権については回収可能性に応じ
た個別必要見積額を計上する方法

によっております。 

(2) 貸倒引当金 

同左 

 (3) 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(決算賞与)に
基づき当期に見合う分を計上して
おります。 

――― 

 ――― (4) 役員賞与引当金 
  役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当期に

見合う分を計上しております。 

６ 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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま
す。 

――― 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段：金利スワップ 

  ヘッジ対象：借入金の利息 

――― 

 (3) ヘッジ方針 
  個別案件ごとにヘッジ対象を明確

にし、当該ヘッジ対象の金利変動
リスクをヘッジすることを目的と
して実施することとしておりま

す。 

――― 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
  原則としてヘッジ開始時から有効

性判定時点までの期間における、
ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手
段の相場変動を比較し、両者の変

動額等を基礎として有効性を判定
しております。 

――― 

 (5) その他 

  取引契約先は、信用力の高い金融
機関であり、信用リスクは極めて
少ないものと認識しております。 

――― 

 
 



― 38 ― 
 

項目 
第23期 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

  消費税等の処理方法 

  税抜方式によっており、控除対象
外消費税等については、販売費及
び一般管理費に計上しておりま

す。 

  消費税等の処理方法 

同左 

 

会計処理の変更 
 

第23期 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 
 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」
(企業会計審議会平成14年８月９日))及び「固定資産の
減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号)を
適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会
計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４
号)を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利
益が、20,000千円減少しております。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９
日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基
準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針
第８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。 
 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は
2,456,893千円であります 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸
借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表
等規則により作成しております。 

 

表示方法の変更 
 

第23期 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

――― 損益計算書において、別掲しておりました「償却資産税還
付金等」(当事業年度86千円)は、営業外収益の総額の百分

の十以下であるため、当事業年度においては営業外収益の
「その他」に含めて表示しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

第23期 
(平成17年５月31日) 

第24期 
(平成18年５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 
 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

販売用土地 5,906,700 
販売用建物 79,371 
未成工事支出金 1,103,183 
建物 520,625 

土地 1,531,692 
建設仮勘定 154,266 

合計 9,295,839 
 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 
 (1) 担保に供している資産 

勘定科目 金額(千円) 

販売用土地 5,629,528 
販売用建物 42,442 
未成工事支出金 1,492,817 
建物 215,887 

土地 679,448 
建設仮勘定 9,491 
関係会社株式 7,000 

合計 8,076,616 
 

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 6,245,650 
１年内返済予定長期借入金 30,000 

長期借入金 2,346,500 

合計 8,622,150 
 

 (2) 対応する債務 

勘定科目 金額(千円) 

短期借入金 5,968,200 
１年内返済予定長期借入金 131,000 

長期借入金 612,500 

合計 6,711,700 
 

  
※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 12,000株

   発行済株式の総数 
普通株式 3,700株

 

――― 

  

 ３ 保証債務 
   販売顧客の金融機関からの借入金158,100千円に対

し債務保証を行っております。 

 ３ 保証債務 
   子会社の金融機関からの借入金に対して次のとお

り債務保証を行っております。 

子会社 金額(千円) 

株式会社Design & Construction 257,100 

合計 257,100 
 

  

 ４ 配当制限 
   商法施行規則第124条第3項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38,782千

円であります。 

――― 

 
(損益計算書関係) 

 
第23期 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 関係会社に対する事項 

受取利息 2,892千円
受取手数料 3,000千円

 

※１ 関係会社に対する事項 

受取利息 11,293千円
受取手数料 2,400千円

 
  
※２ 固定資産除却損の内訳 

建物 33,054千円
工具器具備品 350千円

合計 33,405千円
   

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物 42,092千円
工具器具備品 877千円

合計 42,970千円
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(株主資本等変動計算書関係) 
 

第 24期(自 平成 17年６月１日 至 平成 18年５月 31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

(リース取引関係) 
 

第23期 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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 
 リース資産の事業内容における重要性が低いこと及び

リース契約１件当たりの金額が少額なため、注記の対象
から除いております。 

同左 

 
(有価証券関係) 

 
第23期 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

同左 
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(税効果会計関係) 
 

第23期 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

(繰延税金資産) 
関係会社株式評価損 34,103千円
完成工事補償引当金繰入超過 33,332千円

貸倒引当金繰入超過 27,202千円
未払事業税 13,150千円
賞与引当金繰入超過 10,150千円

その他 10,036千円

 繰延税金資産合計 127,976千円
(繰延税金負債) 
労働保険料 4,812千円

その他有価証券評価差額金 26,507千円

 繰延税金負債合計 31,320千円

 繰延税金資産の純額 96,655千円
   

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) 
未払賞与 39,052千円
関係会社株式評価損 34,103千円

完成工事補償引当金繰入超過 32,114千円
未払事業税 26,040千円
貸倒引当金繰入超過 13,804千円

その他 13,120千円

 繰延税金資産合計 158,236千円
(繰延税金負債) 
労働保険料 3,735千円

その他 1,964千円
その他有価証券評価差額金 50,294千円

 繰延税金負債合計 55,995千円

 繰延税金資産の純額 102,240千円
   

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 40.6％
(調整) 
留保金課税及び住民税均等割 2.1％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％
その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3％
   

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 40.6％
(調整) 
留保金課税及び住民税均等割 4.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％
その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.1％
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(重要な後発事象) 
 

第23期 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

第24期 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

――― 当社は、平成18年５月８日開催の取締役会において株式分
割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。 

当該株式分割の内容は、以下のとおりであります。 
１ 平成18年６月１日をもって平成18年５月31日最終の

株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された

株主の所有株式数を１株につき４株の割合をもって
分割する。 

２ 分割により増加する株式数 普通株式11,100株 

３ 配当起算日 平成18年６月１日 
前期首に当該分割が行われたと仮定した場合における
(１株当たり情報)の各数値は以下のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 
135,372円01銭 166,006円30銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 
13,226円80銭 32,782円81銭 

(注)潜在株式調整後１株
当たり当期純利益に
ついては、新株予約権

付社債等潜在株式が
ないため記載してお
りません。 

(注)潜在株式調整後１株
当たり当期純利益に
ついては、新株予約権

付社債等潜在株式が
ないため記載してお
りません。 

  

 
７．役員の異動 

平成 18年８月 29日付(予定) 

１．新任取締役候補 

   取締役名古屋都市事業部長  松 浦 和 雄 （現 名古屋都市事業部長） 

２．退任予定取締役 

   柴 田  労 （現 取締役住空間研究所長） 

（引き続き、住空間研究所長 兼 株式会社 FOREST NOTE代表取締役） 

 


