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平成 18 年 ６ 月期    決算短信（連結）            平成 18 年８月 15 日 

上 場 会 社 名        日本社宅サービス株式会社             上場取引所     東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         8945                                  本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www. syataku.co.jp/  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長     氏名 笹 晃弘 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理グループ長  氏名 池田 彰二  ＴＥＬ 03(5229)8700 
決算取締役会開催日 平成 18 年８月 15 日 
米国会計基準採用の有無   無    
 

当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前連結会計年度の数値及び対前年増減率については記
載しておりません。 

 
１． 18 年６月期の連結業績（平成 17 年７月１日～平成 18 年６月 30 日） 
(1)連結経営成績                                 （注）記載金額は百万円未満切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６月期 
17 年６月期 

2,532    ― 
―    ― 

204    ― 
―    ― 

188    ― 
―    ― 

 
 

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

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年６月期 
17 年６月期 

84   ―  
―   ―  

2,940 38
― ―

2,892 41
― ―

7.3  
―  

4.5  
―  

7.5 
―

(注) ①持分法投資損益       18 年６月期    ―百万円  17 年６月期   ―百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年６月期  28,867 株     17 年６月期    ―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      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年６月期 
17 年６月期 

4,223   
―   

1,178  
―  

27.5  
―  

39,419 44 
― ― 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年６月期    29,885 株    17 年６月期    ―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６月期 
17 年６月期 

△15    
―    

△508   
―   

931    
―    

1,062   
―   

 
(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 １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) ―社  持分法 (新規) ―社  (除外) ―社 
 
２．19 年６月期の連結業績予想（平成 18 年７月１日～平成 19 年６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 
通    期 

2,903   
5,836   

97   
261   

34   
118   

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  3,950 円 64 銭 

 
 
※ 上記の業績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されたものであり、実際の業績は今

後の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、業績予想に関する事項は、添付資料 6 ページ

をご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

 

 当社グループは、当社（日本社宅サービス株式会社）及び、連結子会社１社（ダイワード株式会社）により構成さ

れております。        

 

当連結会計年度において、以下の株式を取得し、子会社化いたしました。 

会社名 株式取得日 株式取得の理由 

ダイワード株式会社 平成 18 年４月 10 日（取得） 建物・施設の管理業務の機能を事務代行サービス

に付加することにより、顧客に提供するサービス

の範囲の拡充をはかり、社宅業務にかかわるサー

ビスのラインアップをさらに充実させる。 

 

 

 当社の主な事業と子会社をセグメントごとに系統図にすると以下のようになります。 

 

（事業系統図） 
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２．経営方針 

 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「お客様に最高の満足と、集う人々の幸福の創造と拡大をし続け、夢の総和の実現をはかる」

ことを会社の基本理念として、お客様の立場に立ち、お客様に資するアウトソーシングサービスを企画し、運営責

任を担っていく事業を展開しております。 

 

① 大手企業を中心とした法人顧客に、住宅制度運営のアウトソーシングサービスを提供しているＢＰＯ（ビジ

ネスプロセスアウトソーシング）の専門会社として、独自のビジネスモデルを構築し、日本中の優良不動産

会社とフランチャイズ契約によるパートナーシップを拡大すると共に、「顧客思考」に徹した新しいサービ

スを創造する。 

② お客様に提供するサービスのさらなる充実を図るため、マンション・ビル等のハードに対して、アウトソー

シングによる施設マネジメントサービスを提供し、資産価値の維持拡大、利用者に安全で快適な環境を創出

するため、サービスの高付加価値化を推進する。 

 

以上の経営基本方針により事業を推進すると共に、企業の価値向上を目指してまいります。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当事業年度は期末株主に対し、前年期末より 70 円増配し、1株につき 500 円の配当を実施する予定です。今後の

配当方針につきましては、安定的な経営基盤の確保、新規事業投資や設備投資などの成長資金を確保しつつ業績に

応じた株主還元を実施してまいります。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを目的として、平成 17 年９月に株式を公開して以降、

平成 17 年 11 月 30 日に株式の分割を分割比率１：３にて実施いたしました。今後は、株価水準、株式の流動性、

株主数および業績等を総合的に判断した上で、株式分割を検討することがあります。 

 

（4）目標とする経営指標 

企業経営の効率化が叫ばれる中、社宅管理事務代行事業のニーズは更に高まり、市場はこれから本格的な普及期

に入ると認識しております。一方、マンション・ビル管理事業は産業としては成熟期を迎えていながらも、全国的

には依然として新規施設の供給が続いており、費用対効果に安全性を加味した競争状態にあると認識しております。

この中で当社グループとしては、いずれもストック型ビジネスであることから、シェアの維持拡大と共に、特に収

益力の強化が重要な課題と捉えております。 

かかる観点から、規模の拡大を図ると共に業務効率を高めながら、特に中長期的に営業利益面での伸び率２桁を

目指します。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、業界で唯一独立系のアウトソーシング専門会社である優位性を認識し、客観的に購買コントロールが行

えるポジションの中で、サービスの品質向上と効率性の追求を、加盟店ネットワークの拡大、革新的な業務オペレ

ーションシステムの追求、システム開発の継続投資により実現してまいります。 

また、顧客企業の住宅制度運営の充実をバックアップしていくと共に、アウトソーシングサービスの対象を施設

マネジメント、コストマネジメントへと拡大し、各種専門会社との提携を促進しながらサービス内容の充実を図る

施策に重点をおいてまいります。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

企業におけるアウトソーシングの普及は、業種業界また企業規模の大小を問わず一般化し、特に福利厚生関連サ

ービスに対する関心は強く、引き続き市場は拡大傾向にあります。その中で、社宅管理事務代行事業においては、
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フランチャイズ契約により結ばれた全国規模の不動産仲介管理事業者ネットワークと、独自に開発した社宅管理シ

ステムを中核においた専門性の高いアウトソーシング・システムを提供することにより、顧客企業の拡大を図る事

が出来ました。しかし、同業他社においても次々と専門システムの開発を試みており、またダンピングによる価格

競争も予測されます。その中で顧客企業から見たサービスの基準品質を厳格に維持向上させつつ、同業他社との厳

しい競争に打ち勝つことなしには収益の向上が図れないと予測されます。 

当社グループといたしましては、平成 18 年６月期にマンション・ビル管理事業を新たに取り入れ、提供するサ

ービスの領域を拡充するとともに、今後もより専門性の高いサービスの投入及びアウトソーシングのフィールド拡

大により付加価値の高いアウトソーシング・システムの提供を実現し、シェアを拡大していきたいと考えておりま

す。 

 

①福利厚生制度改革のアウトソーシング 

現在企業のニーズは、運営のアウトソーシングから制度設計や制度改革の推進そのものを求める、いわば制度

改革のアウトソーシングにニーズが広がっております。導入のコンサルテーションサービスを強化する一方、サ

ービス範囲の拡充に向け、福利厚生代行会社等との提携強化に努めてまいります。 

 

②価格競争 

借上社宅のアウトソーシングサービスは賃貸仲介業と密接に連携するため、賃貸仲介事業の付帯サービスとし

て受託料ダンピングが発生する可能性があります。当社グループはアウトソーシングサービスの本質である購買

管理機能の保全を常に念頭に置き、調達面を含めた価格競争とは一線を引いた独自のサービスモデルを維持する

と共に、付帯型の限定サービスでは実現し得ない、企業担当者や転勤者を中心とする企業の従業員にとってより

付加価値の高いサービスを提供し、またコストコントロールそのものをアウトソーシングサービスとして提供し、

全体最適化による差別化を図ってまいります。 

 

③住宅制度関連ビジネスへの進出 

当社グループは、企業の住宅制度運営代行サービスを主に借上社宅や駐車場に展開してまいりましたが、今後

も更なる成長を図るべく、関連性の高い事業領域へ新規事業を立ち上げることにより、収益構造の安定化に努め

てまいります。 

 

④人材の獲得・育成強化 

当社グループはアウトソーシングサービス事業を行っているため、各種分野での専門スキルと広範囲の知識が

必要であり、優秀なスタッフの確保が不可欠です。新卒・通年採用を積極的に進め、ＯＪＴ制度に加え研修制度

の充実を図り、優秀な人材の獲得・育成に注力してまいります。 

一方、組織面では、内部管理体制の更なる充実を図ってまいります。 

 

⑤個人情報保護法への対応 

個人情報保護法が平成 17 年４月より施行されていますが、この法律への対応はアウトソーシング業界におい

て非常に重要であると認識しております。当社は、今後の事業拡大に必須要件であるという認識のもと、ＪＩＳ 

Ｑ 15001 に準拠したコンプライアンス・プログラムを構築し、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改

善強化に全社で取組んでまいります。 

 

⑥システム開発 

当社は、独自に開発した業務管理システムを中核に、各種サブシステムを独自に開発提供し、競争優位に事業

を展開してまいりました。 

 顧客ニーズの高度化及び、進化するアウトソーシングモデルを追及しながら、統合型システムの強化に努め、

差別化を図ってまいります。 
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（7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（8）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態  

 

当連結会計年度は連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 

（1）経営成績 

当期の日本経済は、原油価格の高騰等、企業の収益環境としてはマイナスとなる要因もありましたが、企業収益の

改善により設備投資が増加し、経済状況は回復を続けております。 
 このような環境の下、多くの企業で積極的な採用活動が展開されており、採用時の優秀な人材確保のための社宅・

寮制度の整備、或いは、社員教育・研修の場や社外コミュニティとしての独身寮の設置など、住宅制度自体を規定や

運営まで含めて見直す企業が増加しております。減損会計の導入後の自社で不動産を持たない経営による借上社宅市

場は引き続き拡大傾向をみせていることからも、依然として当業界でのアウトソーシングサービスには高いニーズが

あるといえます。 

 

このような環境の下、平成 18 年４月、社宅管理事務代行サービスの商品ラインアップの拡大を図るためマンショ

ン・ビル管理業のダイワード株式会社を子会社化いたしました。よって、平成 18 年６月期は連結決算を行うことと

なり、子会社であるダイワード株式会社の４月から６月までの３ヵ月間の業績を連結して決算を行っております。 

 

事業の種類別セグメント業績は次のとおりです。 

 

① 社宅管理事務代行事業 売上高 1,627 百万円、営業利益 246 百万円 

 当業界では依然として企業のアウトソーシングニーズは高く、不動産を持たない経営により変動費管理が実現

する借上社宅の市場は拡大傾向が続くなか、新規参入も相次ぎ競争は激しさを増しております。当社においては

営業部門であるマーケティンググループが住宅制度コンサルテーションの実績を背景に法人企業の問題解決に

向けた提案力を充実する一方、積極的なセミナー等の開催により、昨今の住宅制度の潮流や事例などをお伝えす

ると共に当社独自ノウハウをアピールする機会を積極的に設けました。その結果、新規受託に関しては 19,775

件を受託し、過去最高の受託件数であった前期実績 14,183 件を上回り、平成 18 年６月末日における総受託件数

は 80,326 件（前年比 123.6％)となりました。 

 

② マンション・ビル管理事業    売上高 905 百万円 営業利益△41 百万円 

 当部門においては、当期の決算対象期間は４月から６月の３ヵ月間であり、この期間は多くの顧客の業務委託

契約更新時期にあたり、一部収支が悪化する案件については契約更新を見送る等の整理が進んだため収入減要因

となりました。一方、建物管理に伴う工事については受注の体制を強化し増収となりました。 

 なお、連結損益では、連結決算の対象会社となったダイワード株式会社ののれん償却負担 21 百万円が販管費

に含まれております。 

 

（2）財政状態 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,062 百万円となりました。当連結会計年度における各キャ

ッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は 15 百万円となりました。これは主に税金等調整前

当期純利益が 174 百万円、営業預り金が 65 百万円と増加したものの、営業立替金が 212 百万円及び法人税の支

払が 133 百万円増加し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 

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は 508 百万円となりました。これは主に投資有価証券

の取得による支出 211 百万円、新規連結子会社の株式取得による支出 164 百万円、有形固定資産及び無形固定資
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産の取得による支出 117 百万円に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 

 当連結会計年度において、財務活動により得られた資金は 931 百万円となりました。これは主に株式の発行に

よる収入 374 百万円と短期借入金の増加による収入 594 百万円によるものであります。 

 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標は次の通りです。 

 
平成 18 年６月期 

自己資本比率（％） 27.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 196.7 

債務償還年数（年） ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 

（注）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 

※「利払い」は、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。 

※各指標は、連結ベース財務数値により計算しております。 

 

（3）次期の見通し 

  平成 19 年６月期の経済環境については、原油価格高騰による世界経済の減速傾向により予断を許さない状況に

ありますが、このような経済状況において、依然として企業のアウトソーシングニーズは高く、引き続き市場は拡

大傾向にあります。 

  当社グループといたしましては、社宅管理事務代行事業については、住宅制度コンサルテーションに注力し更に

新規受託件数の増加を図り、社宅管理事務代行売上の増収を計画しております。また、今後も業容の拡大が予想さ

れることから、受託件数の増加に対応する社宅管理システムの拡充・改変のための設備投資、オペレーションセン

ター拡充のための体制整備を行うことにより、業務基盤の充実を図る予定であります。 

マンション・ビル管理事業におきましては、スタッフの育成や修繕工事部門の強化などに加え新しいサービスの

充実を図り、トータルファシリティサービス業務の基盤を充実してまいります。 

 

  以上の要因により、次期の売上高は 5,836 百万円、経常利益 261 百万円、当期純利益 118 百万円を見込んでおり

ます。 

 

平成 19 年６月期業績予想数値（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日） 

                                            （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

連 結 業 績 5,836 261 118 

単 体 業 績 2,001 260 141 

 

   なお、業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の

業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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（4）事業等のリスク 

以下に当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。当社

グループとしては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社グル

ープの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記

載しております。 

  なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努

める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に

検討した上で行われる必要があると考えます。また、文中における将来に関する事項の記載は、当期会計期間末現

在において当社グループが判断したものであります。 

 

①住宅制度の変化 

当社グループの事業は、企業の福利厚生制度や転勤制度に深く関連しておりますが、顧客である企業に福利厚生

の一環としての社宅制度を廃止する、または転勤制度を廃止する等の変化が生じた場合、当社グループの業績に大

きな影響を及ぼす可能性があります。 

 

②他社との競争 

現状、社宅管理業務のアウトソーシング事業を行なっている企業は複数存在しており、また今後も同様のサービ

スを提供する企業の参入が増加するものと思われます。 

社宅管理事務代行においては、管理事務代行機能（アウトソーシング機能）と、不動産流通に係る社宅斡旋機能

（借上社宅物件を事業者として貸す機能＝商品を提供する機能）を明確に分離し、アウトソーシングの専門会社と

して、業務の設計と運営に特化しております。そして顧客企業に対しても最も適していると考えられる社宅制度運

営の方法・仕組みを提案するなど単なる事務管理代行にとどまらない付加価値の高いサービスを提供することに努

めており、これらのサービスの提供は、現状において他社との差別化要因となっていると思われます。 

今後も更に付加価値の高いアウトソーシングサービスの開発に努め、そして当社グループの事業スキームを強化

していく方針であります。しかしながら当社と同様のスキームを持ち、当社を上回るアウトソーシングサービスを

企業に提供することが可能な企業の参入が相次いだ場合などには、その競争の激化によって当社の業績に大きな影

響を与える可能性があります。 

また、マンション・ビル等の施設管理を行う業界においては、依然として価格競争が激しく、業績を変動させる

可能性があります。 

 

③個人情報保護 

当社グループは、社宅管理事務代行事業における顧客企業の従業員や、社宅物件所有者およびマンション・ビル

管理事業における区分所有者等の個人情報を多く取り扱っておりますので、個人情報を適切に保護し、社内外の脅

威から守ることを重要な社会的責務と考え、ＪＩＳＱ15001「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラ

ムの要求事項」に準拠し、役員及び従業員に対する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報保護の管理責任者を置

き、適切な個人情報保護のためのコンプライアンス・プログラムを策定し、実施・維持・継続的改善に努める等の

取組みを推進する旨を宣言し、情報の特定・収集・保管・取扱い者の特定・情報の廃棄等を詳細に規定し、運用を

規程化する等の全社的な取組みを展開しております。 

しかしながら、様々な要因により個人情報の漏洩に類する事態が発生した場合には、損害賠償や信用失墜といっ

た有形無形の損害を被る可能性があります。 

 

④人材育成 

当社グループが継続的成長を成し遂げていくために、人材はその重要な要素のひとつとして挙げられます。優秀

な人材の獲得及びその育成が目論見どおりに進まなかった場合には、当社の成長を減速する要因となる可能性があ

ります。 
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 ⑤季節変動要因 

当社グループは、顧客先企業の運営を住宅制度面から支援するサービスで、毎月顧客企業から受託している社宅

件数に応じた業務受託料を売上として計上していますが、転勤手続きのオペレーションコストは、売上原価として

計上していますので、転勤者が集中する時期には原価が増加いたします。顧客企業との間で事前に取り決めた水準

以上に転勤者が増加した場合には、増加分にまつわる費用を超過業務費用として顧客企業より追加徴収するものの、

第３四半期は春の転勤シーズン等の影響で転勤者数が増加することにより売上原価率が上昇し、収益に影響を与え

る可能性があります。 

 



 10

４．連結財務諸表等 
 
   当連結会計年度から連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度については記載しておりません。 
 

（1）連結貸借対照表 

  
当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金 ※１ 1,156,988

２．売掛金  145,054

３．未収入金  104,814

４．たな卸資産  28,718

５．営業立替金  1,343,147

６．繰延税金資産  8,334

７．その他  98,772

貸倒引当金  △2,807

流動資産合計  2,883,023 68.3

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(１)建物  136,317

減価償却累計額  71,419 64,897

(２)工具器具備品  50,660

減価償却累計額  26,425 24,235

(３)土地  24,983

有形固定資産合計  114,116 2.7

２．無形固定資産  

(１)のれん  740,077

(２)その他  126,652

無形固定資産合計   866,730 20.5
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当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

３．投資その他の資産  

(１)投資有価証券  214,440

(２)長期貸付金  38,415

(３)繰延税金資産  9,339

(４)その他  117,098

貸倒引当金  △19,207

投資その他の資産合計  360,085 8.5

固定資産合計  1,340,932 31.7

資産合計  4,223,956 100.0

  

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金  393,703

２．短期借入金  1,364,474

３．一年以内償還予定社債 ※１ 20,000

４．一年以内返済予定長期 
  借入金 

 30,547

５．未払金  262,989

６．未払法人税等  55,400

７．営業預り金  323,448

８．賞与引当金  19,463

９．役員賞与引当金  20,850

10．その他  259,178

流動負債合計  2,750,054 65.1

Ⅱ 固定負債  

１．社債 ※１ 150,000

２．長期借入金  25,021

３．退職給付引当金  120,687

４．繰延税金負債  143

固定負債合計  295,851 7.0

負債合計  3,045,906 72.1
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当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １．資本金  602,917 14.3

 ２．資本剰余金  350,166 8.3

 ３．利益剰余金  218,023 5.1

  株主資本合計  1,171,106 27.7

Ⅱ 評価・換算差額等  

1．その他有価証券評価差額金  △9,900 △0.2

評価・換算差額等合計  △9,900 △0.2

Ⅲ 少数株主持分  16,843 0.4

純資産合計  1,178,049 27.9

負債純資産合計  4,223,956 100.0
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（2）連結損益計算書 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,532,885 100.0

Ⅱ 売上原価  1,852,983 73.2

売上総利益  679,902 26.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

１．役員報酬  91,295

２．給料手当  90,539

３．賞与引当金繰入額  4,315

４．役員賞与引当金繰入額  20,850

５．貸倒引当金繰入額  396

６．退職給付費用  4,888

７．のれん償却額  21,351

８．その他  241,398 475,034 18.7

営業利益  204,867 8.1

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  566

２．受取配当金  416

３．解約保険返戻金  8,951

４．雑収入  2,438 12,373 0.5

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  885

２．新株発行費償却  7,017

３．株式公開費用  18,624

４．その他  1,985 28,512 1.1

経常利益  188,729 7.5
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当連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別損失  

１．固定資産除却損 ※１ 6,642

２．過年度給料手当  7,454 14,096 0.6

税金等調整前当期純利
益 

 174,632 6.9

法人税、住民税及び事業
税 

 94,049

法人税等調整額  4,217 98,267 3.9

少数株主損失  △8,514 △0.4

当期純利益  84,879 3.4
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（3）連結株主資本等変動計算書 
当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 株主資本 
評価・換
算差額等 

 資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

株主資本 
合計 

その他有価
証券評価 
差額金 

少数株
主持分 

純資産 
合計 

平成17年７月１日残
高（千円） （注） 

448,500 123,250 144,411 716,161 3,196 － 719,358 

連結会計年度中の変
動額 

       

新株の発行 154,417 226,916  381,333    381,333 

  剰余金の配当    △11,268 △11,268    △11,268 

  当期純利益    84,879 84,879    84,879 

  株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額（純額） 

     △13,097 16,843 3,746 

連結会計年度中の変
動額合計（千円） 

154,417 226,916 73,611 454,944 △13,097 16,843 458,691 

平成18年６月30日残
高（千円） 

602,917 350,166 218,023 1,171,106 △9,900 16,843 1,178,049 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、期首の残高を記載しております。 
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  174,632 

減価償却費  23,320 

のれん償却額  21,351 

繰延資産償却額  7,017 

貸倒引当金の増減額  396 

賞与引当金の増減額  △27,281 

役員賞与引当金の増減額  3,780 

退職給付引当金の増減額  2,410 

受取利息及び受取配当金  △983 

支払利息  6,716 

株式公開費用  18,624 

固定資産除却損  6,642 

売上債権の増減額  47,134 

仕入債務の増減額  △11,053 

営業立替金の増減額  △212,710 

たな卸資産の増減額  △3,413 

前受金の増減額  25,535 

営業預り金の増減額  65,656 

その他  △23,466 

小計  124,307 

利息及び配当金の受取額  981 

利息の支払額  △6,483 

法人税等の支払額  △133,854 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △15,049 
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当連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △6,305 

有形固定資産の取得による支出  △53,228 

無形固定資産の取得による支出  △64,112 

有形固定資産の除却による支出  △1,813 

投資有価証券の取得による支出  △211,985 

新規連結子会社の株式取得によ
る支出 

※２ △164,445 

その他  △6,199 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △508,090 

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  594,962 

長期借入金の返済による支出  △8,331 

新株の発行による収入  374,316 

株式公開に伴う支出  △18,624 

配当金の支払額  △11,268 

財務活動によるキャッシュ・フロー  931,055 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  407,915 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  654,658 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,062,574 
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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 
当連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

   ダイワード株式会社 

ダイワード㈱は平成18年４月10日の株式

取得に伴い、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。なお、みなし取

得日を平成18年３月31日としたため、平

成18年４月１日より平成18年６月30日ま

での３か月間の損益計算書及び平成18年

６月30日現在の貸借対照表を連結してお

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。 

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。 

４．会計処理基準に関する事
項 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 
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。 

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。 

 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

主として個別法に基づく原価法を

採用しております。 

貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価法を

採用しております。 

 

(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 

 定率法を採用しております。 

 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

定額法によっております。 

なお、取得価額10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、支出時

に費用処理しております。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 ②無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、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）

に基づいております。 

 
 (3)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勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、当

期に負担すべき支給見込額を計上してお

ります。  

 

③役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。  

 

④退職給付引当金 

連結子会社について、従業員の退職給

付に備えるため、退職給付会計に関する

実務指針（会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法に基づき、退職金規程に

よる連結会計年度末自己都合要支給額を

計上しております。 

 
 (4)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。 

 

(5)繰延資産の処理方法 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 

(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 

  税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

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。
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

６．のれんの償却に関する事

項 

のれんについては、７年間で償却してお

ります。 

７．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。 

 

 
 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成18年６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。

    定期預金        60,503千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    一年以内償還予定社債  20,000千円 

    社債          150,000千円 

 

２．偶発債務 

   当社が使用する業務用ソフトウェアの開発委託

契約に関連し、ソフトウェアの開発委託先から平成

16年３月９日付けで151,147千円の損害賠償請求訴

訟が提起され、現在係争中であります。 

   当社はこれに対し、何ら根拠なきものとして請求

棄却を求めるとともに、開発委託先に対し、債務不

履行による損害賠償の支払いを求め、平成16年５月

26日付けで反訴を提起いたしました。 

 

 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１．固定資産除却損は、建物6,500千円、工具器具備品

141千円であります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成 17 年７月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 当連結会計年度 

期首株式数 

（株） 

当連結会計年度 

増加株式数 

（株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（株） 

当連結会計年度末 

株式数 

（株） 

発行済株式   

普通株式  8,735 21,150 － 29,885

合計 8,735 21,150 － 29,885

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 21,150 株は、株式上場に伴う有償一般募集による新株の発行 1,000 株、

平成 18 年１月 18 日をもって普通株式 1株につき３株の割合で株式分割を行ったことによる株式数の増加

19,470 株および新株予約権の権利行使による新株の発行 680 株によるものであります。 

２．当連結会計年度末までに取得および保有している自己株式はありません。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

当連結会計

年度期首 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当連結会

計年度末

残高 

（千円）

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

 

３．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成17年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 11,268 千円 1,290 円 平成 17 年６月 30 日 平成 17 年９月 29 日 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類
配当金の 

総額 
配当の原資

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 14,942 千円 利益剰余金 500 円 平成 18年６月 30日 平成 18年９月 29日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定        1,156,988千円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金             △94,414千円 

現金及び現金同等物       1,062,574千円 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにダイワード株式会社を連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにダイワ

ード株式会社株式の取得価額とダイワード株式会社株式取

得のための支出との関係は次のとおりであります。 

  流動資産             1,042,735千円 

  固定資産              234,109千円 

  のれん               761,429千円 

  流動負債             △845,152千円 

固定負債             △368,570千円 

 少数株主持分            △25,358千円 

ダイワード㈱株式の取得価額     799,192千円 

    ダイワード㈱の現金及び現金同等物 △634,747千円 

    差引：ダイワード㈱株式取得のための支出 

 164,445千円 
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（リース取引関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 
 

 
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）

工具器具備品 90,014 61,700 28,314

ソフトウェア 28,656 22,090 6,565

合計 118,670 83,790 34,879

  
２．未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 23,669千円 

１年超 12,749千円  

合計 36,419千円 

  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

 

支払リース料 33,644千円 

減価償却費相当額 31,454千円 

支払利息相当額 1,195千円 

  

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。 

 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 7,542 12,814 5,271

(2）債券 

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

小計 7,542 12,814 5,271

(1）株式 103,539 82,253 △21,286

(2）債券 

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

小計 103,539 82,253 △21,286

合計 111,081 95,067 △16,014

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

 

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) 19,700 

   投資事業組合への出資金 99,672 

 

（デリバティブ取引関係） 

当連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

当連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  連結子会社は退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 当連結会計年度 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

退職給付債務（千円） △120,687 

退職給付引当金（千円） △120,687 

  なお、連結子会社は、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．退職給付費用に関する事項 

 当連結会計年度 

（自 平成 17 年７月１日 

   至 平成 18 年６月 30 日）

勤務費用（千円） 4,888 

退職給付費用（千円） 4,888 

  なお、連結子会社は、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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（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプションの内容 

 平成 14 年ストック・オプション 平成 17 年ストック・オプション① 

付与対象者の区分及び数 当社取締役１名 
当社取締役５名、当社監査役３名 

当社従業員 72 名 

ストックオプション数（注） 普通株式 40 株 普通株式 588 株 

付与日 平成 14 年６月 30 日 平成 17 年 11 月 14 日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 14 年７月 １日 
至 平成 19 年６月 20 日 

自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

 

 平成 17 年ストック・オプション② 平成 17 年ストック・オプション③ 

付与対象者の区分及び数 当社従業員９名 
当社取締役５名、当社監査役１名 

当社従業員 20 名 

ストックオプション数（注） 普通株式 27 株 普通株式 264 株 

付与日 平成 18 年２月 14 日 平成 18 年６月 28 日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1株につき３株）による分割後の株式数に

換算して記載しております。 

 



 27

(２)ストック･オプションの規模及びその変動状況 

  当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成 14 年ストッ

ク・オプション 

平成 17 年ストッ

ク・オプション① 

平成 17 年ストッ

ク・オプション② 

平成 17 年ストッ

ク・オプション③ 

権利確定前 （株）     

 当連結会計年度期首 － － － － 

 付与 － 607 27 264 

 失効 － 19 － － 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 － 588 27 264 

権利確定後 （株）     

 当連結会計年度期首 720 － － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 680 － － － 

 失効 － － － － 

 未行使残 40 － － － 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1株につき３株）による分割後の株式数に

換算して記載しております。 

 

②単価情報 

 平成 14 年ストッ

ク・オプション 

平成 17 年ストッ

ク・オプション① 

平成 17 年ストッ

ク・オプション② 

平成 17 年ストッ

ク・オプション③ 

権利行使価格 (円) 16,667 291,000 281,983 304,250 

行使時平均株価 (円) 281,000 － － － 

公正な評価単価(付与日) 

 (円) 
－ － － － 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1株につき３株）による分割後の株式数に

換算して記載しております。 
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（税効果会計関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６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 

 

 （繰延税金資産） 

 賞与引当金繰入限度超過額        3,278千円 

  減価償却超過額              2,444 

 一括償却資産償却超過額                  380 

 未払社会保険料否認                      936 

 未払事業税                            4,561 

  貸倒引当金                              537 

  その他有価証券評価差額金          6,660 

  その他                              1,026   

 繰延税金資産合計                     19,826 

 （繰延税金負債） 

 労働保険料               △2,152   

 その他有価証券評価差額金        △143  

  繰延税金負債合計             △2,295   

 繰延税金資産の純額             17,530   

 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

 法定実効税率              40.6％ 

 （調整） 

 交際費等永久に損金に算入されない項目   5.2％ 

 住民税均等割額              1.6％ 

 税効果未計上の子会社の損失       △3.9％ 

 のれん償却額              12.2％ 

 その他                  0.6％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率   56.3％ 
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（セグメント情報） 

（１）事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

（単位：千円） 

 社宅管理事務

代行事業 

マンション・

ビル管理事業
計 消去又は全社 連結 

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 1,627,284 905,600 2,532,885 － 2,532,885 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － 

計 1,627,284 905,600 2,532,885 － 2,532,885 

営業費用 1,380,787 947,230 2,328,017 － 2,328,017 

営業利益（又は損失） 246,497 △41,629 204,867 － 204,867 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 

資産 

 

 

2,166,022 

 

 

2,057,933 

 

 

4,223,956 

 

 

－ 

 

 

4,223,956 

 減価償却費 22,193 1,126 23,320 － 23,320 

 資本的支出 77,990 3,620 81,611 － 81,611 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

マンション・ビル管理事業 マンション・ビル管理、室内リフォーム他 

   

 

(２)所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

(３)海外売上高 

当連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日）  

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

 

 

（関連当事者との取引） 

当連結会計年度（自平成 17 年７月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 

１株当たり純資産額 39,419.44円

１株当たり当期純利益金額 2,940.38円

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 

2,892.41円

  
  

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当期純利益（千円） 84,879 

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（千円） 84,879 

期中平均株式数（株） 28,867 

普通株式増加数（株） 478 

 （うち新株予約権） (478) 

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９月28日定時株主総

会において決議された新株予約

権879個（普通株式879株） 

 

 

 

（重要な後発事象） 

当連結会計年度（自平成 17 年７月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 
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５．生産・受注及び販売の状況 

   当社は当連結会計年度から連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度については記載しておりません。 

（1）生産実績 

該当事項ありません。 

 

（2）受注実績 

該当事項ありません。 

 

（3）販売実績 

    (単位：千円) 

事業の種類別セグメント 
の名称 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

社宅管理事務代行 1,588,716 

システム導入 21,176 

その他 17,392 

社宅管理
事務代行
事業 

小計 1,627,284 

マンション・ビル管理事業 905,600 

合計 2,532,885 

   （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 


