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１．18年10月期の業績（平成17年11月１日～平成18年10月31日）

(1）経営成績 （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10月期 20,147 △2.6 727 3.5 752 3.1

17年10月期 20,689 1.8 703 △2.9 730 △3.3

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10月期 463 △6.5 91.43 ─ 10.6 4.5 3.7

17年10月期 495 26.8 123.21 ─ 15.6 4.5 3.5

（注）①期中平均株式数 18年10月期 5,066,465株 17年10月期 3,884,000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

(2）財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満を切り捨てて表示しております。）  

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10月期 16,640 5,324 32.0 1,027.16

17年10月期 17,015 3,427 20.1 878.18

（注）①期末発行済株式数 18年10月期 5,184,000株 17年10月期 3,884,000株

　　　②期末自己株式数 18年10月期 － 株 17年10月期 － 株

２．19年10月期の業績予想（平成18年11月１日～平成19年10月31日）　（百万円未満を切り捨てて表示しております。）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 10,238 364 204

通期 21,025 864 501

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　96円76銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当（円） 配当金総額
(千円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年10月期 － 15 15 58,260 12.2 1.8

18年10月期 － 25 25 129,600 27.3 2.6

19年10月期（予想） 10 10 20    

（注）18年10月期期末配当金の内訳　記念配当　５円00銭　

（注）上記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いて作成したものであり、今後様々な要

因によって予想数値と異なる場合があります。
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１．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年10月31日）
当事業年度

（平成18年10月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   3,048,494   3,764,830   

２　受取手形   18,179   33,637   

３　完成工事未収入金   171,871   5,794   

４　売掛金   68,868   79,017   

５　未成工事支出金   1,541,191   1,440,101   

６　分譲土地建物   3,995,277   4,107,610   

７　未成分譲土地建物   5,595,455   4,519,087   

８　貯蔵品   －   8,720   

９　関係会社短期貸付金   114   6,896   

10　前払費用   42,567   40,913   

11　繰延税金資産   203,634   200,181   

12　その他   65,855   59,107   

貸倒引当金   △6,533   △3,416   

流動資産合計   14,744,974 86.7  14,262,481 85.7 △482,493

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物 ※２  219,525   208,999   

(2）展示場建物 ※２  38,729   25,748   

(3）構築物 ※２  9,610   8,712   

(4）車両運搬具 ※２  3,682   2,824   

(5）工具器具備品 ※２  48,113   43,932   

(6）土地   679,087   836,781   

(7）建設仮勘定   31,613   27,480   

有形固定資産合計   1,030,363 6.0  1,154,479 6.9 124,115

２　無形固定資産         

(1）ソフトウェア   86,846   76,843   

(2）その他   18,112   18,021   

無形固定資産合計   104,958 0.6  94,864 0.6 △10,094

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   39,001   41,735   

(2）関係会社株式   665,336   740,093   

(3）出資金   610   610   

(4）長期貸付金   89,400   83,400   

(5）破産債権、更生債権等   50,761   18,759   

(6）長期前払費用   25,853   20,840   

(7）繰延税金資産   272,103   232,188   

(8）その他   159,960   147,624   

貸倒引当金   △168,185   △156,819   

投資その他の資産合計   1,134,840 6.7  1,128,432 6.8 △6,407

固定資産合計   2,270,162 13.3  2,377,776 14.3 107,614

資産合計   17,015,137 100.0  16,640,258 100.0 △374,879
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前事業年度

（平成17年10月31日）
当事業年度

（平成18年10月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形 ※１  2,576,908   1,539,462   

２　工事未払金 ※１  1,349,662   982,138   

３　買掛金 ※１  356,041   373,097   

４　短期借入金   5,700,000   4,400,000   

５　未払金   154,150   194,743   

６　未払費用   198,963   209,094   

７　未払法人税等   247,200   266,200   

８　未成工事受入金   1,699,247   2,183,365   

９　前受金   20,820   15,752   

10　預り金   256,364   262,281   

11　賞与引当金   129,418   133,025   

12　役員賞与引当金   －   13,500   

13　完成工事補償引当金   31,186   31,542   

14　その他   24,284   15,595   

流動負債合計   12,744,247 74.9  10,619,799 63.8 △2,124,447

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金   643,020   403,391   

２　役員退職慰労引当金   180,682   195,930   

３　その他   19,318   96,321   

固定負債合計   843,020 5.0  695,642 4.2 △147,378

負債合計   13,587,267 79.9  11,315,442 68.0 △2,271,825

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  410,190 2.4  － － △410,190

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  290,190   －    

資本剰余金合計   290,190 1.7  － － △290,190

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  47,500   －    

２　任意積立金         

(1）別途積立金  1,980,000   －    

３　当期未処分利益  561,252   －    

利益剰余金合計   2,588,752 15.2  － － △2,588,752

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※４  138,737 0.8  － － △138,737

資本合計   3,427,869 20.1  － － △3,427,869

負債資本合計   17,015,137 100.0  － － △17,015,137
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前事業年度

（平成17年10月31日）
当事業年度

（平成18年10月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１  資本金   － －  1,018,590 6.1 1,018,590

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,192,390    

資本剰余金合計   － －  1,192,390 7.2 1,192,390

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   47,500    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   2,200,000    

繰越利益剰余金  －   729,229    

利益剰余金合計   － －  2,976,729 17.9 2,976,729

株主資本合計   － －  5,187,709 31.2 5,187,709

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差額
金

  － －  137,106 0.8 137,106

評価・換算差額等合計   － －  137,106 0.8 137,106

純資産合計   － －  5,324,816 32.0 5,324,816

負債純資産合計   － －  16,640,258 100.0 16,640,258
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１　完成工事高  11,793,713   10,340,080    

２　分譲売上高  8,739,675   9,648,005    

３　その他売上高  155,990 20,689,379 100.0 159,683 20,147,768 100.0 △541,611

Ⅱ　売上原価         

１　完成工事原価  9,663,889   8,414,762    

２　分譲売上原価  7,598,756   8,204,414    

３　その他売上原価  138 17,262,784 83.4 795 16,619,972 82.5 △642,812

売上総利益         

完成工事総利益  2,129,823   1,925,317    

分譲売上総利益  1,140,919   1,443,590    

その他売上総利益  155,852 3,426,595 16.6 158,888 3,527,796 17.5 101,201

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,723,586 13.2  2,800,469 13.9 76,883

営業利益   703,008 3.4  727,326 3.6 24,317

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  4,100   3,608    

２　受取配当金  8,775   19,855    

３　受取手数料  14,436   13,336    

４　水道市納金等差額収入  9,870   7,828    

５　その他  16,389 53,572 0.2 22,874 67,502 0.3 13,930

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  24,000   18,470    

２　株式交付費  －   19,823    

３　その他  2,473 26,474 0.1 4,153 42,447 0.2 15,973

経常利益   730,107 3.5  752,381 3.7 22,274

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 125   236    

２　投資有価証券売却益  78,094   －    

３　関係会社株式売却益  37,125   －    

４　償却債権取立益  8,041   －    

５　確定拠出年金移行差益  －   36,632    

６　過去勤務債務償却額  － 123,386 0.6 53,320 90,190 0.4 △33,196

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※４ －   25    

２　固定資産除却損 ※５ 6,201   11,497    

３　投資有価証券売却損  965   －    

４　分譲土地評価損  27,572   －    

５　減損損失 ※６ － 34,739 0.2 36,221 47,744 0.2 13,004

税引前当期純利益   818,753 3.9  794,827 3.9 △23,925

法人税、住民税及び事業
税

 367,889   287,154    

法人税等調整額  △44,707 323,182 1.5 44,436 331,590 1.6 8,408

当期純利益   495,571 2.4  463,236 2.3 △32,334

前期繰越利益   65,681   －   

当期未処分利益   561,252   －   
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完成工事原価報告書

  
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  2,464,995 25.5 2,223,201 26.4

Ⅱ　外注費  6,593,519 68.2 5,611,806 66.7

Ⅲ　経費  605,374 6.3 579,754 6.9

（うち人件費）  (385,999) (4.0) (370,618) (4.4)

計  9,663,889 100.0 8,414,762 100.0

　（注）　原価計算の方法

(1）完成工事原価は、工事台帳別の個別原価計算によっており、間接経費については、建設及び設計部門で発

生した経費（建設経費）を一定の基準により算出し配賦しております。

(2）建設経費のうち、各事業年度末における未成工事支出金へ配賦する経費については、当該科目に含めて表

示しております。

分譲売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　土地購入費  4,515,977 59.4 5,020,337 61.2

Ⅱ　材料費  708,646 9.3 833,673 10.2

Ⅲ　外注費  2,179,269 28.7 2,126,854 25.9

Ⅳ　経費  194,862 2.6 223,548 2.7

（うち人件費）  (122,513) (1.6) (140,231) (1.7)

計  7,598,756 100.0 8,204,414 100.0

　（注）　原価計算の方法

(1）分譲売上原価のうち、土地については購入区画別の個別原価計算によって、また建物については、工事台

帳別の個別原価計算によっており、間接経費については、完成工事原価と同一の方法により算出し配賦し

ております。

(2）建設経費のうち、各事業年度末における未成分譲土地建物及び分譲土地建物へ配賦する経費については、

それぞれの科目に含めて表示しております。

その他売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　商品売上原価  － － 629 79.1

Ⅱ　紹介手数料原価  138 100.0 166 20.9

計  138 100.0 795 100.0
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(3)利益処分案及び株主資本等変動計算書

利益処分案

  
前事業年度

（平成17年10月期）

区分
注記

番号
金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   561,252

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  58,260  

２　役員賞与金  17,000  

３　任意積立金    

別途積立金  220,000 295,260

Ⅲ　次期繰越利益   265,992

１株当たり配当金の内訳

 
前事業年度

（平成17年10月期）

年間 中間 期末

 円 　　銭 円　 　銭　 円　　 　銭　

普通（旧）株式 －  －  －  

普通（新）株式 －  －  －  

普通株式 15 00 －  15 00
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）　　　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年10月31日　残高　(千円) 410,190 290,190 47,500 1,980,000 561,252 2,588,752 3,289,132

事業年度中の変動額

新株の発行 608,400 902,200 － － － － 1,510,600

剰余金の配当 － － － － △58,260 △58,260 △58,260

別途積立金の積立 － － － 220,000 △220,000 － －

利益処分による役員賞与 － － － － △17,000 △17,000 △17,000

当期純利益 － － － － 463,236 463,236 463,236

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計　(千円) 608,400 902,200 － 220,000 167,976 387,976 1,898,576

平成18年10月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 47,500 2,200,000 729,229 2,976,729 5,187,709

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成17年10月31日　残高　(千円) 138,737 3,427,869

事業年度中の変動額

新株の発行 － 1,510,600

剰余金の配当 － △58,260

別途積立金の積立 － －

利益処分による役員賞与 － △17,000

当期純利益 － 463,236

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△1,630 △1,630

事業年度中の変動額合計　(千円) △1,630 1,896,946

平成18年10月31日　残高　(千円) 137,106 5,324,816
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10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を採用して

おります。

(1）子会社株式

同左

(2）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）を採用しております。

(2）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

（評価差額は全部純資産直入法により

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。

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

未成工事支出金、分譲土地建物及び未成分

譲土地建物

　個別法による原価法を採用しており

ます。

────────────────

未成工事支出金、分譲土地建物及び未成分

譲土地建物

同左

 

貯蔵品

移動平均法による原価法を採用しており

ます。

３　固定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（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、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　　　３～47年

展示場建物　　　　５～15年

構築物　　　　　　３～20年

車両運搬具　　　　５～６年

工具器具備品　　　２～20年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

 ４　繰延資産の処理方法 ────────────────

 

株式交付費

　支出時に全額費用として処理してお

ります。 

－ 9 －



項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

５　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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与支給に充てるた

め、支給見込額のうち当事業年度の負

担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）──────────────── (3）役員賞与引当金

　当社は、役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込額のう

ち当事業年度の負担額を計上しており

ます。

(4）完成工事補償引当金

　工事のアフターサービスに対する費

用の支出に備えるため、工事費用見積

額を計上しております。

(4）完成工事補償引当金

同左

(5）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及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

　数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による

定率法により、それぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしており

ます。

(5）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及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

  過去勤務債務は、その発生した期に

一括処理しております。　

　 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による

定率法により、それぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしており

ます。

（追加情報） 

  当社は、退職給付制度の見直しを行

い、平成18年4月1日に退職一時金制度

及び基金型企業年金制度の一部につい

て確定拠出年金制度へ移行しておりま

す。また、移行後の基金型企業年金制

度における給付利率の引き下げをして

おります。 

  これらの会計処理については、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第1号）

を適用しております。 

  確定拠出年金制度移行に伴う影響額

は36,632千円、基金型企業年金制度の

給付利率引下げに伴い発生した過去勤

務債務の処理額は53,320千円であり、

ともに特別利益に計上しておりま

す。 
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項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

(6）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、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

(6）役員退職慰労引当金

同左

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　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

ただし、資産に係る控除対象外消費税

については、発生した事業年度の期間費

用としております。

　消費税等の会計処理

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11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10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。

  これにより税引前当期純利益が36,221千円減少して

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

表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除して

おります。

──────────────── （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」

（「役員賞与に関する会計基準」企業会計基準第４号

　平成17年11月29日）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、それぞれ13,500千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）

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）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」（企業会計基準適用指針

第８号　平成17年12月９日）を適用しております。

 従来の資本の部の合計に相当する金額は5,324,816

千円であります。

 なお、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。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

※１　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

※１　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

支払手形 840千円

工事未払金・買掛金 329,742

工事未払金・買掛金    279,567千円

未成工事受入金 25,200

未払金  18,308

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、452,716千円で

あります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、442,629千円で

あります。

※３　授権株式数及び発行済株式総数は、次のとおりであ

ります。

※３　　　　────────────────

授権株式数 普通株式　　9,600,000株

発行済株式総数 普通株式　　3,884,000

※４　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する金額は

138,737千円であります。

※４　　　　────────────────

　５　住宅購入者等の金融機関からの借入に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

　５　住宅購入者等の金融機関からの借入に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

住宅ローン融資 1,704,189千円

公的資金融資実行までの

つなぎ融資
1,912,000

計 3,616,189

住宅ローン融資 1,413,943千円

公的資金融資実行までの

つなぎ融資
2,121,500

計 3,535,443
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は27.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は72.4％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は26.1％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は73.9％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 398,459千円

役員報酬 112,751

従業員給与手当 916,989

賞与引当金繰入額 91,640

役員退職慰労引当金繰入額 23,587

退職給付費用 72,798

地代家賃 199,022

減価償却費 39,806

貸倒引当金繰入額 39,638

広告宣伝費        376,164千円

役員報酬 93,659

従業員給与手当 954,595

賞与引当金繰入額 94,580

役員賞与引当金繰入額 13,500

役員退職慰労引当金繰入額 20,867

退職給付費用 58,337

地代家賃 204,281

リース料 159,950

減価償却費 46,871

貸倒引当金繰入額 14,644

※２　一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は、

38,152千円であります。

※２　一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は、

43,329千円であります。

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

展示場建物 98千円

車両運搬具 26

計 125

展示場建物   76千円

車両運搬具 160

計 236

※４　　　　──────────────── ※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

展示場建物  11千円

工具器具備品 14

計 25

※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 67千円

展示場建物 308

工具器具備品 560

除却費用 5,265

計 6,201

建物  670千円

展示場建物 2,509

構築物 564

車両運搬費 89

工具器具備品 1,973

除却費用 5,689

計 11,497
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前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

※６　　　　──────────────── ※６　減損損失

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。

用途 種類 場所
金額

（千円）

遊休資産

土地
愛知県

豊川市
24,122

建物
愛知県

豊川市
2,781

展示場

建物

愛知県

大府市
8,311

構築物
愛知県

豊川市
136

工具器具

備品

愛知県

豊川市
869

計 36,221

当社は、事業用資産については、損益管理を合理的

に行える各営業所及び各展示場を、また、遊休資産に

ついては、各資産を最小単位として、グルーピングを

行っております。

当事業年度においては、営業拠点の新設により、今

後の利用計画のない遊休資産について、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計

上しております。

なお、減損損失を計上した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、路線価等に合理的

な調整を行って算定した価額により、評価しておりま

す。

－ 15 －



①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31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

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失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）

展示場建物 612,256 261,023 351,233

工具器具備品 50,372 29,416 20,955

車両運搬具 10,428 434 9,994

ソフトウエア 3,444 746 2,698

合計 676,502 291,620 384,881

 
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）

展示場建物 744,836 394,424 350,411

工具器具備品 50,987 37,611 13,376

車両運搬具 10,428 2,172 8,255

ソフトウエア 3,444 1,435 2,009

合計 809,697 435,643 374,053

(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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 125,775千円

１年超 273,652

合計 399,428

１年内      131,575千円

１年超 257,053

合計 388,629

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 136,462千円

減価償却費相当額 135,521

支払利息相当額 19,691

支払リース料      159,867千円

減価償却費相当額 162,330

支払利息相当額 19,531

(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

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

 ──────────────── （減損損失について）

　　　　　リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 

②　有価証券

前事業年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）及び当事業年度（自　平成17年11月１日　至　平

成18年10月31日）における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

前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10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

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  

退職給付引当金 247,415千円

賞与引当金 93,774

たな卸資産 64,619

役員退職慰労引当金 71,550

貸倒引当金 63,215

未払事業税 20,829

完成工事補償引当金 12,349

法定福利費 11,353

その他 3,906

繰延税金資産小計 589,014

評価性引当額 △22,317

繰延税金資産合計 566,697

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △90,960

繰延税金資産の純額 475,737

繰延税金資産  

退職給付引当金    159,743千円

賞与引当金 100,840

役員退職慰労引当金 77,588

貸倒引当金 60,196

未払金 47,201

たな卸資産 36,094

未払事業税 20,314

法定福利費 13,707

完成工事補償引当金 12,490

減損損失 11,052

その他 4,124

繰延税金資産小計 543,354

評価性引当額 △21,093

繰延税金資産合計 522,260

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △89,891

繰延税金資産の純額 432,369

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

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

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

法定実効税率 39.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目

1.5

受取配当等永久に益金に算入されな

い項目

△0.8

住民税均等割額 1.1

役員賞与 0.7

減損損失 1.4

その他 △1.8

税効果会計適用後の法人税等の負担

率

41.7

－ 17 －



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１株当たり純資産額 878円18銭

１株当たり当期純利益金額 123円21銭

１株当たり純資産額  1,027円16銭

１株当たり当期純利益金額    91円43銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成17年５月10日付で普通株式１株につき10株

の割合で株式分割を行っております。

　前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合におけ

る前事業年度の１株当たり情報は、以下のとおりとなりま

す。

１株当たり純資産額 753円54銭

１株当たり当期純利益金額 100円31銭

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

項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当期純利益（千円） 495,571 463,236

普通株主に帰属しない金額（千円） 17,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (17,000) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 478,571 463,236

期中平均株式数（株） 3,884,000 5,066,465

－ 18 －



（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

　当社は、平成17年10月28日及び平成17年11月14日開催の

取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議し、

平成17年12月４日に払込が完了しております。この結果、

資本金は1,018,590千円、発行済株式総数は5,184,000株と

なっております。

　当該内容については、以下のとおりであります。

(1)　募集方法 ：ブックビルディング方式に

　よる一般募集

(2)  発行する株式の種類及

び数

：普通株式　  1,300,000株

(3)  発行価格 ：１株につき　 　 1,250円

(4)  引受価額 ：１株につき　  　1,162円

(5)  発行価額 ：１株につき　　　　935円

(6)  発行価額のうち資本組

入額

：１株につき　　　　468円

(7)  発行価額の総額 ：　　　　　1,215,500千円

(8)  払込金額の総額 ：　　　　　1,510,600千円

(9)  資本組入額の総額 ：　　　　　　608,400千円

(10) 払込期日 ：　　　 平成17年12月４日

(11) 配当起算日 ：　　   平成17年11月１日

(12) 資金の使途 ：豊橋支店の移転に伴う設備

資金に300,000千円、オリ

ジナル壁パネルの開発や耐

震性評価のための実物大実

験に100,000千円、残額を

分譲用土地仕入等の運転資

金に充当する予定でありま

すが、具体的な資金需要が

発生するまでは、安全性の

高い金融商品で運用する予

定であります。

────────────────

－ 19 －



２．役員の異動
(1)代表者の異動

該当事項はありません。

(2)その他の役員の異動

①退任予定取締役

取締役相談役　小林　勇（常勤顧問　就任予定）

②新任監査役候補 

監査役　　　　高橋　譲二（弁護士）

（非常勤　社外監査役　就任予定）

(3)就任予定日

平成19年1月26日

－ 20 －


