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１．平成19年1月期の連結業績（平成18年2月1日～平成19年1月31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 ％

19年1月期 1,957 (　30.4) 638 (　17.8) 637 (　17.7)

18年1月期 1,501 (　13.9) 541 (　 0.7) 541 (　 0.6)

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 ％ ％ ％

19年1月期 373
 

( 16.2)
16,095 45 16,025 10 24.4 35.9 32.6

18年1月期 321 (　2.6) 13,900 54 13,806 29 25.2 36.6 36.1

（注）①持分法投資損益 19年1月期 －百万円 18年1月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 19年1月期       23,235株 18年1月期 23,145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 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

19年1月期 1,974 1,674 84.8 71,899 72

18年1月期 1,581 1,394 88.2 60,021 93

（注）期末発行済株式数（連結） 19年1月期       23,290株 18年1月期 23,230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

19年1月期 450 △47 △98 1,434

18年1月期 237 △50 △91 1,126

(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） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成20年1月期の連結業績予想（平成19年2月1日～平成20年1月31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 966 258 152

通　期 2,039 565 331

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　14,216円42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。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社グループは当社、子会社２社（㈱マスト、艾博科建築設備設計（深圳）有限公司）により構成されており、建築

設備の調査・設計・積算および官公庁への申請・監理とそれに伴う設備部材・流通の企画・開発・コンサルティングを

主な事業としております。

　なお、次の事業区分は事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

(1）建築設備設計コンサルティング事業

　主要な事業は、低層住宅の建築設備の調査・設計・積算受託業務とそれに伴う設備部材・工法のコンサルティング

業務、設備工業化部材の加工情報提供業務及びカスタマーセンター受託業務を行なっております。

(2）建築設備申請監理事業

　主要な事業は、建築設備工事の官公庁申請および監理業務を行なっております。

　以上述べた事項を事業部門別に当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けを記載いた

しますと、以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 会社 主な事業内容

建築設備設計コンサルティング事業

（株）エプコ（当社）

（株）マスト

艾博科建築設備設計
（深圳）有限公司

低層住宅の建築設備の調査・設計・積算受託

建築設備に関するコンサルティング

設備工業化部材の加工情報提供

カスタマーセンター業務の受託

建築設備申請監理事業 （株）エプコ（当社） 建築設備工事の官公庁申請・監理

［事業系統図］

　事業の系統図は下記のとおりであります。

 株式会社マスト 
（連結子会社） 

建築設備設計 
コンサルティング 
事      業 

建築設備設計 
コンサルティング 
事      業 

建築設備 
申請監理 
事  業 

株式会社エプコ 

設計業務受託 

成果品 

艾博科建築設備設計 
（深）有限公司 
（連結子会社） 

建築設備設計 
コンサルティング 
事      業 

設計業務委託 

成果品 
得意先 

成果品 
 
建築設備に関する 
コンサルティング 
 
生産加工情報の提供 
 
カスタマーセンター 
業務の受託 

成果品 
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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（当社及び連結子会社）は、経営理念として「お客様（パートナー）との共創価値づくり」を掲げ、

「低層住宅をターゲットとした設備関連のベンチャー企業」として他業界に比べ工業化や情報化が遅れている給排水

設備業界を革新するべく、給排水設備工事の工業化促進や設備部材の流通システムの改革による設備工事コストの削

減及び設備工事品質の向上に努めてまいりました。当社グループの事業は、住宅会社のコスト削減及び品質向上に関

するニーズに応えるための様々なソフトサービスを提供し、ひいては、住宅会社を介して住宅を購入する消費者の方

へ、より適正な価格で、より高品質な住宅を提供することを目指すものであります。

　今後も、低層住宅の給排水設備工事にエプコシステムの採用が浸透し、住宅建築における標準的システムとして認

知されるよう、規制緩和やIT技術の革新といった時代の変化を先取りし、柔軟な発想と行動力をもって新しいサービ

スを創出してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主への利益還元を経営上の重要政策のひとつとして位置付けております。現在および今後の事

業収益をベースに、将来の事業展開や経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金の確保などを総合的に勘

案し、配当性向30％を目安とした利益還元を継続的かつ安定的に実施すべきものと考えております。

　上記方針に基づき、平成19年１月期につきましては、前期１株当たり配当金実績から1,500円増配となる年間配当

6,000円（中間配当2,000円、期末配当4,000円）とする配当案を御提案申し上げる予定であります。

(3）投資単位引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から、投資単位に関しては投資単位50万

円をひとつの目安として適宜見直しを行うことを基本方針としております。

　今後も投資単位50万円を引き下げの目安とし、これを大きく上回る場合には株式の分割により投資単位の引き下げ

を講じてまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、毎期継続的な成長を目指すと同時に一定の収益性を確保することを目標としております。このた

め、成長性については営業利益の前期比増加率、収益性については売上高営業利益率に着目しております。中期的な

目標数値としては、下記の数値を設定しております。

目標とする経営指標 目標値
平成19年１月期

実績（連結）

平成20年１月期

予想（連結）

① 営業利益の前期比増加率 ＋30％ ＋17.8％ △11.3％

② 売上高営業利益率 35％ 32.6％ 27.7％

　当連結会計年度（平成19年１月期）につきましては、上記のとおり①、②共に目標を達成することができませんで

した。また、平成20年1月期予想につきましても、上記の目標を下回る見込みであります。

　しかしながら、当社グループにおける平成19年1月期及び平成20年1月期の位置付けは、第２の成長ステージへの移

行するための先行投資の時期と考えております。一刻も早く第２の成長ステージへの道筋をつけることで、上記の経

営指標の中長期的な達成を目指してまいります。

　詳細につきましては、当資料と同日に発表いたしました「中期経営計画について」をご覧下さい。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、現在、戸建て住宅の給排水設備工事のコスト削減及び品質向上に資するソフトサービスの提供を

主たる事業としておりますが、中長期的には下記の経営戦略を積極的に展開していく所存です。

①　中小工務店に対するエプコシステムの普及

②　サービスラインの拡大（給排水以外の設備分野への進出、カスタマーセンターサービスの普及）

③　中国マンション市場への進出

　上記の中長期戦略に関する課題と対策につきましては、(6）会社の対処すべき課題をご参照下さい。
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(6）会社の対処すべき課題

　住宅業界は今後も厳しい状況が続き、施工主であるお客様の満足度を向上させるために、工事コスト削減及び工事

品質の向上に対する要望がますます高まってくるものと思われます。今後も、エプコシステムを低層住宅の給排水設

備工事における標準的システムとして普及させ、規制緩和やＩＴ技術の革新といった時代の変化を先取りし、柔軟な

発想と行動力をもって新しいサービスを創出していくために、下記の課題に取り組んでいく必要があると考えており

ます。

①　設計・積算業務の受託戦略

　当社グループが事業を拡大していくためには、設計・積算業務の受託戦略が重要な経営課題となります。当社グ

ループでは、効率的な営業活動を行うべく、年間着工戸数の多い大手の住宅会社については、当社が直接に営業活

動を行う一方、年間着工戸数の少ない地域工務店等については、コンサルティング先である管材商社や住設機器メー

カーの営業網等を活用した営業活動を行ってまいります。

②　新しい工業化部材の開発

　当社が提案するエプコシステムをより付加価値の高いものとするためには、当社のコンサルティング先である部

材メーカーや管材商社と共に、工事コストの削減及び工事品質の向上に資する新しい工業化システムを開発してい

く必要があります。当社はこれまで給水・給湯・排水・雨樋等に関する新しい工業化システムを提案してまいりま

したが、これら以外にも電気、ガス等に関する新しい設備システムの開発にも積極的に取り組んでまいります。

③　カスタマーセンターサービスの普及

　当社では、現在の新設住宅工事に対するソフトサービスの提供の他に、ストック住宅のメンテナンス・リフォー

ムに関する新しいソフトサービス（カスタマーセンターサービス）を提供しております。

　当該サービスは住宅の引渡し後に関するサービスであり、住宅会社の業務効率向上及び建主に対するアフターサー

ビスの向上に資するものであります。当社は、住宅会社に対するサービスライン拡大戦略の一環として当該サービ

スの普及に努めてまいります。

④　中国マンション市場への参入

　当社では、日本の住宅に対するサービスにとどまらず、中国のマンション市場に対して新しい設備工事の形を提

案していくことを検討しております。この取組みにつきましては、業務提携関係にある三井物産株式会社と共に取

り組んでおります。

　2006年2月には、前澤化成工業株式会社、三井物産株式会社、成都川路塑膠集団有限公司、そして当社の子会社で

ある艾博科建築設備設計（深圳）有限公司が、中国国内での排水設備事業を視野に入れた業務連携の強化を行うこ

とで四者合意いたしました。また、2007年2月には、当社及び三井物産株式会社が特許申請しておりました新しい排

水配管工法に関する特許が、中国にて許可されることが決定いたしました。

　中国マンション事業におけるサービス供給体制の確立は順調に進捗していることから、引き続き、早期の事業化

に努めてまいります。

⑤　中国への設計業務シフトの推進

　当社では、設計受託戸数の増加に対応する生産戦略として、当社100％出資の設計子会社（艾博科建築設備設計

（深圳）有限公司）を活用し、中国への設計業務移管を推進しております。これにより、設計業務のキャパシティ

増強及びコスト競争力の強化を図ってまいります。

⑥　設計及び積算に関する品質の確保と向上

　設計及び積算に関する品質の確保は、当社が事業を拡大していく上で最も基本的かつ重要な課題であります。こ

れについては、ISO9001に基づく品質管理の徹底、設計オペレーションスタッフに対する教育研修の実施、設計効

率・品質を向上させるためのソフトウェアの開発等の方策により、お客様が要求する品質水準の確保及び品質のさ

らなる向上を目指してまいります。
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(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、経営の透明性を重視しており、株主利益の最大化を念頭に、取締役会におきまして迅速かつ堅実に業務を

執行するとともに、重要事実については、迅速かつ積極的に情報を開示するよう努めております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　経営上の重要事項決定機関である取締役会は、社内取締役４名で構成されており、毎月の定例取締役会だけでな

く、緊急を要する案件があれば機動的に臨時取締役会を開催しております。

　取締役の職務執行に対する監査体制につきましては、現行の監査役制度のもと、監査役３名（常勤１名、非常勤

２名）による監査体制を構築しております。監査役は、取締役会等に出席して意見を述べるほか、内部監査担当者

や監査法人と協調して監査を実施することで取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。

　外部監査人による会計監査につきましては、あずさ監査法人に依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課

題については随時確認を行い会計処理の適正性に努めております。

②　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要

　該当事項はありません。

③　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

・取締役会

　取締役会（定時・臨時）は、迅速かつ的確な意思決定の場として取締役会規程に則り厳正なる運営がなされてお

ります。

・監査役監査

　当社の内部監査担当者、あずさ監査法人等と協調して実効性・効率性を重視した監査を実施しております。

　また、監査体制のさらなる充実を図るため、平成18年４月18日開催の第16回定時株主総会において監査役を１名

増員いたしております。

 （役員報酬及び監査報酬）

 ・役員報酬

取締役の年間報酬総額　58百万円

監査役の年間報酬総額　 6百万円

 ・監査報酬

 監査契約に基づく監査証明に係る報酬　13百万円

 

(8）親会社等に関する事項

　当社は、親会社等を有しておらず、該当事項はありません。

 （9）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、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況

 　　　内部管理体制の強化のための牽制組織は、経営企画室を中心とした内部牽制の仕組みを構築しております。

経営企画室は、管理部門、それ以外の業務部門、監査役及び外部の会計監査人（監査法人）と連携し、内部監査規

程に基づき、会計監査及び業務監査を実施しております。

 

 　 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

 　　　内部管理体制の充実に向けて、新しく開設した拠点やグループ会社における内部監査体制の構築に取り組んでまい

りました。平成19年1月には、沖縄事務所や香港駐在事務所、艾博科建築設備設計（深圳）有限公司（連結子会社）

において、外部監査人であるあずさ監査法人及び各拠点の担当者と連携し、内部監査を実施いたしました。

－ 5 －



３．経営成績および財政状態
(1）経営成績

①　当連結会計年度の概況

　当期におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景に、設備投資の増加や雇用環境の改善も進み、景気は穏やか

な回復基調で推移しました。しかしながら、金利の上昇不安、労働分配率の低迷等により個人所得は伸び悩み、景

気の先行きの不透明感を払拭するには至りませんでした。

　当社が主に関連する住宅業界におきましては、低金利の継続等により団塊ジュニア世代に代表される一次取得者

の住宅購入意欲が依然旺盛であったことから、平成18年（暦年）の新設住宅着工戸数が前年を4.4％上回る129万戸

となりました。

　このような事業環境の中、当社は引き続き、設備工事の標準化を目指す新しいソフトサービスの提供に注力する

とともに、事業規模の拡大に応じたサービス供給体制の整備に努めてまいりました。

この結果、当期の売上高は1,957百万円（前期比30.4％増）、営業利益638百万円（前期比17.8％増）、経常利益637

百万円（前期比17.7％増）、当期純利益373百万円（前期比16.2％増）となり、9期連続の増収増益を確保いたしま

した。

　セグメント別の概況につきましては、次のとおりであります。

建築設備設計コンサルティング事業

　既存得意先の大手住宅会社に対するサービスラインの拡大提案に注力した結果、複数の得意先に対する1棟当たり

販売単価が上昇いたしました。また、コストパフォーマンスの高い生産拠点である艾博科建築設備設計（深圳）有

限公司や沖縄事務所を活用して、新しいサービスライン拡大に伴って生じる業務コストの抑制に努めたことにより、

売上高は1,565百万円（前期比25.6％増）、営業利益は692百万円（前期比16.7％増）となりました。

建築設備申請監理事業

　首都圏を中心とした再開発ビルやマンションの建設需要が旺盛なことを背景に、得意先数・受託物件数が共に増

加したことにより、売上高は391百万円（前期比54.1％増）、営業利益は63百万円（前期比49.2％増）となりました。

②　次期の見通し

　今後のわが国経済は全体として緩やかな回復が見込まれますが、当社が主に関連する住宅業界につきましては、

長期金利の上昇懸念等の様々な下押し要因もあることから、予断の許さない厳しい事業環境が続くものと思われま

す。

　このような状況下、当社は、中長期的な成長の維持を目指すために、「２．経営方針（5）中長期的な会社の経営

戦略」で掲げております新しい３つの成長分野の開拓に注力してまいります。そして、次期につきましては先行投

資の１年として位置付け、中長期での成長に必要な人材の強化に努めてまいります。

　具体的には、電気・ブロードバンド設備といった給排水設備以外の設備技術者や情報システム担当者の充実を図

る予定であります。また、当社グループ全体の人員が大きく増加していることに伴い、ミドルマネジメント層の強

化を図る予定であります。

　以上の施策により、次期業績見通しは連結売上高2,039百万円（前期比4.2％増）、営業利益565百万円（前期比　

11.3％減）、経常利益563百万円（前期比11.6％減）、当期純利益331百万円（前期比11.5％減）を予定いたしてお

ります。
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(2）財政状態

 

①　当連結会計年度の概況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利

益が625百万円計上されたこと等により、期首残高に比べ307百万円増加し、当連結会計年度末には1,434百万円とな

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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は450百万円（前期比90.0％増）となりました。これは主として、税金等調整前当期

純利益625百万円を基礎として、法人税等の支払額203百万円を支出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）

投資活動の結果使用した資金は47百万円（前期比5.1％減）となりました。これは主として、有形固定資産の取得

につき43百万円を支出し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）

財務活動の結果使用した資金は98百万円（前期比7.7％増）となりました。これは主として、配当金の支払いにつ

き104百万円を支出したことによるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成15年1月期 平成16年1月期 平成17年1月期 平成18年1月期 平成19年1月期

自己資本比率（％） 84.2 79.0 84.4 88.2 84.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
185.9 1,020.5 833.6 609.8 530.9

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

 　　（※）時価ベースの自己資本比率：各期末時点の株式時価総額／総資産

②　次期の見通し

　当連結会計年度の見通しは、従来と同様に、税金等調整前当期純利益の増加による営業キャッシュ・イン・フロー

の増加が見込まれます。今後も引き続き、営業活動によって得られたキャッシュ・フローを継続的な成長のために

投資してまいります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年１月31日）
当連結会計年度

（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   1,126,585   1,434,433  

２．受取手形及び売掛金   244,714   320,854  

３．繰延税金資産   9,636   17,174  

４．その他   26,025   17,823  

貸倒引当金   △1,462   △1,910  

流動資産合計   1,405,500 88.9  1,788,376 90.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

（１）建物及び構築物  30,815   30,815   

減価償却累計額  21,079 9,736  22,539 8,276  

（２）車両運搬具  690   690   

減価償却累計額  577 112  613 76  

（３）土地   46,571   34,917  

（４）その他  110,210   154,243   

減価償却累計額  47,598 62,611  71,223 83,020  

有形固定資産合計   119,033 7.5  126,290 6.4

２．無形固定資産   12,094 0.8  11,230 0.6

３．投資その他の資産        

（１）繰延税金資産   6,708   10,734  

（２）その他   37,687   37,580  

投資その他の資産合計   44,396 2.8  48,314 2.4

固定資産合計   175,524 11.1  185,835 9.4

資産合計   1,581,024 100.0  1,974,211 100.0
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前連結会計年度

（平成18年１月31日）
当連結会計年度

（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   14,499   26,591  

２．未払法人税等   103,299   175,320  

３．その他   52,169   81,009  

流動負債合計   169,968 10.7  282,920 14.3

Ⅱ　固定負債        

１．役員退職慰労引当金   16,606   16,606  

２．その他   140   140  

固定負債合計   16,746 1.1  16,746 0.9

負債合計   186,714 11.8  299,667 15.2

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※１  84,474 5.4  － －

Ⅱ　資本剰余金   115,274 7.3  － －

Ⅲ　利益剰余金   1,192,554 75.4  － －

Ⅳ　為替換算調整勘定   2,005 0.1  － －

資本合計   1,394,309 88.2  － －

負債及び資本合計   1,581,024 100.0  － －
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前連結会計年度

（平成18年１月31日）
当連結会計年度

（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  87,232 4.4

２．資本剰余金   － －  118,032 6.0

３．利益剰余金   － －  1,461,996 74.0

　　株主資本合計   － －  1,667,261 84.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．為替換算調整勘定   － －  7,283 0.4

　　評価・換算差額等合計   － －  7,283 0.4

純資産合計   － －  1,674,544 84.8

負債純資産合計   － －  1,974,211 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,501,418 100.0  1,957,769 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  679,545 45.3  952,514 48.7

売上総利益   821,872 54.7  1,005,255 51.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  280,306 18.6  367,117 18.7

営業利益   541,566 36.1  638,137 32.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  3   38   

２．受取家賃  840   840   

３．雇用助成金  771   1,336   

４．貸与資産使用料  338   －   

５．仕入割引  1,587   1,843   

６．その他  1,047 4,588 0.3 733 4,791 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．売上割引  4,395   5,602   

２．貸与資産償却費  288 4,684 0.3 － 5,602 0.3

経常利益   541,470 36.1  637,325 32.6

Ⅵ　特別損失        

１．減損損失 ※３ － － － 11,654 11,654 0.6

税金等調整前当期純利益   541,470 36.1  625,671 32.0

法人税、住民税及び
事業税

 218,779   275,700   

還付事業税  －   △12,442   

法人税等調整額  962 219,742 14.7 △11,563 251,693 12.9

当期純利益   321,727 21.4  373,977 19.1
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   109,300

Ⅱ　資本剰余金増加高    

 　　新株予約権による
 新株の発行

 5,974 5,974

Ⅲ　資本剰余金期末残高   115,274

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   974,776

Ⅱ　利益剰余金増加高    

当期純利益  321,727 321,727

Ⅲ　利益剰余金減少高    

配当金  103,950 103,950

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,192,554
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１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

平成18年1月31日　残高（千円） 84,474 115,274 1,192,554 1,392,303

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,757 2,757  5,515

剰余金の配当   △104,535 △104,535

当期純利益   373,977 373,977

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,757 2,757 269,442 274,957

平成19年1月31日　残高（千円） 87,232 118,032 1,461,996 1,667,261

評価・換算差額等

純資産合計
為替換算調整勘定

 
評価・換算差額等

合計

平成18年1月31日　残高（千円） 2,005 2,005 1,394,309

連結会計年度中の変動額

新株の発行   5,515

剰余金の配当   △104,535

当期純利益   373,977

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

5,277 5,277 5,277

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

5,277 5,277 280,234

平成19年1月31日　残高（千円） 7,283 7,283 1,674,544
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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17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 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  541,470 625,671

減価償却費  21,089 28,975

貸倒引当金の増減額（減少：△）  320 447

受取利息及び受取配当金  △3 △38

有形固定資産売却益  △349 －

減損損失  － 11,654

売上債権の増減額（増加：△）  △60,631 △75,840

仕入債務の増減額（減少：△）  △27,391 12,091

未払金の増減額（減少：△）  6,321 13,570

その他  △15,459 25,596

小計  465,366 642,129

利息及び配当金の受取額  3 38

法人税等の支払額  △228,081 △203,719

法人税等の還付額  － 12,442

営業活動によるキャッシュ・フロー  237,288 450,891

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △43,892 △43,216

有形固定資産の売却による収入  1,165 －

無形固定資産の取得による支出  △5,362 △2,989

その他  △1,983 △1,310

投資活動によるキャッシュ・フロー  △50,072 △47,516

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額  △103,706 △104,342

株式の発行による収入  11,949 5,515

財務活動によるキャッシュ・フロー  △91,756 △98,827

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1,134 3,301

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  96,594 307,847

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,022,531 1,126,585

Ⅶ　連結範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の期首増加額

 7,460 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高  1,126,585 1,434,433
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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17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．連結の範囲に関する事項   

（1）連結子会社の数 子会社は全て連結しており、連結子会社

は（株）マスト及び艾博科建築設備設計

（深圳）有限公司の２社であります。

前連結会計年度において非連結子会社で

あった艾博科建築設備設計（深圳）有限

公司は、重要性が増したことにより当連

結会計期間より連結の範囲に含めており

ます。

子会社は全て連結しており、連結子会社

は（株）マスト及び艾博科建築設備設計

（深圳）有限公司の２社であります。

（2）主要な非連結子会社の名称

等

────── ──────

２．持分法の適用に関する事項 ────── ──────

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

連結子会社のうち艾博科建築設備設計

（深圳）有限公司の決算日は、12月31日

であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

同　　左

４．会計処理基準に関する事項   

（1）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

イ　有形固定資産

定率法、但し貸与資産は定額法

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

イ　有形固定資産

同　　左

ロ　無形固定資産

　　ソフトウェア（自社利用）

社内における利用可能期間（5年）に

基づく定額法

ロ　無形固定資産

同　　左

（2）重要な引当金の計上基準 イ　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。

イ　貸倒引当金

同　　左

－ 15 －



項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

ロ　役員退職慰労引当金

　役員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。

ロ　役員退職慰労引当金

同　　左

なお、平成16年２月１日付けで役員退

職慰労金規程を改訂し、平成16年２月１

日以降の在任年数に応じた役員退職慰労

金の支給を廃止したことに伴い、同日以

降の役員退職慰労引当金繰入額は計上し

ておりません。また、従来の役員退職慰

労金規程に基づいて計上された役員退職

慰労引当金額については、現行役員の退

任時に役員退職慰労金の支給と合わせて

取崩し致します。

 

（3）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

イ　消費税等の会計処理

同　　左

５．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。

──────

６．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、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17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 ──────   (固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計年度から「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」(企業会計基準適用指針第6号

　平成15年10月31日)を適用しております。

　これにより税金等調整前当期純利益は11,654千円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき資産の金額から直接控除しております。

  

 ──────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当連結会計年度から「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。

　これによる損益に与える影響はありません。また、従来

の資本合計は純資産合計と一致しております。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。
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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18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

※１．当社の発行済株式総数は、普通株式23,230株であり

ます。

　　　                ──────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31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。

役員報酬 51,360千円

給料手当  61,920

旅費交通費  39,825

貸倒引当金繰入額 320

役員報酬    64,630千円

給料手当       

86,015

旅費交通費        

49,022

貸倒引当金繰入額  447

※２．一般管理費及び当期総業務費用に含まれる研究開発

費

60,697千円

※２．一般管理費及び当期総業務費用に含まれる研究開発

費

      77,634千円

 ─────── ※３. 当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産について減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 減損損失

（千円） 

賃貸用

不動産

 土地 千葉県

流山市

11,654

地価の著しい下落等に伴い収益性が著しく低下した

ため、減損損失を認識いたしました。

  当社グループは、保有する資産を事業用及び共用に

区分し、賃貸用不動産については個々の物件を単位と

しております。

  なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フロー見積額を4.5％

で割引いて算定しております。
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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18年２月１日　至平成19年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末
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 23,230 60 － 23,290

合計 23,230 60 － 23,290

 　　　　（注）当連結会計年度の発行済株式総数の増加60株は、新株予約権の権利行使によるものであります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年4月18日

定時株主総会
普通株式 58,075 2,500 平成18年1月31日 平成18年4月18日

平成18年9月14日

取締役会
普通株式 46,460 2,000 平成18年7月31日 平成18年10月6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

 　　　　　　 平成19年4月26日開催予定の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年4月26日

定時株主総会
普通株式 93,160 利益剰余金 4,000 平成19年1月31日 平成19年4月27日
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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17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31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

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１月31日） （平成19年１月31日）

現金及び預金勘定 1,126,585 千円

現金及び現金同等物 1,126,585  

現金及び預金勘定          

1,434,433

千円

現金及び現金同等物      1,434,433  

①　リース取引

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年２月１日

　至　平成19年１月31日）

　該当事項はありません。

②　有価証券

前連結会計年度（平成18年１月31日）及び当連結会計年度（平成19年１月31日）

　該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年２月１日

　至　平成19年１月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　税効果会計

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１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   

未払事業税否認 9,636 千円

役員退職慰労引当金否認 6,974  

   

   

　繰延税金資産合計 16,611  

繰延税金負債   

その他 △265  

繰延税金負債合計 △265  

繰延税金資産の純額 16,345  

繰延税金資産   

未払事業税否認 17,174 千円

役員退職慰労引当金否認 6,974  

減損損失否認 4,894  

その他 219  

　繰延税金資産合計 29,263  

繰延税金負債   

その他 △1,354  

繰延税金負債合計 △1,354  

繰延税金資産の純額 27,908  

平成18年１月31日現在の繰延税金資産の純額は、連結貸

借対照表の以下の項目に含まれております。

平成19年１月31日現在の繰延税金資産の純額は、連結貸

借対照表の以下の項目に含まれております。

 当連結会計年度

（平成18年１月31日）

流動資産－繰延税金資産 9,636 千円

固定資産－繰延税金資産 6,708  

 当連結会計年度

（平成19年１月31日）

流動資産－繰延税金資産 17,174 千円

固定資産－繰延税金資産 10,734  

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 42.0 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2  

法人税額の特別控除額 △0.9  

その他 △0.7  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.6  

法定実効税率 42.0 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3  

還付事業税 △2.0  

その他 △0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.2  

⑤　退職給付

 　　　 前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年２月１日

　至　平成19年１月31日）

 該当事項はありません。

⑥　ストック・オプション等

 

 　　　　EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

 

建築設備設計
コンサルティ
ング
（千円）

建築設備申請
監理
（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 1,247,154 254,264 1,501,418 － 1,501,418

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － －

計 1,247,154 254,264 1,501,418 － 1,501,418

営業費用 653,565 211,907 865,472 94,379 959,852

営業利益 593,588 42,357 635,946 (94,379) 541,566

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 259,380 92,591 351,972 1,229,051 1,581,024

減価償却費 18,320 731 19,052 2,036 21,089

資本的支出 46,232 2,160 48,393 2,592 50,985

（注）１．事業区分は、サービスの種類、性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。

２．各事業の主要なサービスの内容

（１）　建築設備設計コンサルティング　…… 低層住宅の建築設備の調査・設計・積算受託業務とそれに伴う

設備部材・工法のコンサルティング業務及び設備工業化部材の

加工情報提供業務並びにカスタマーセンター受託業務

（２）　建築設備申請監理　　　　　　　…… 建築設備工事の官公庁申請・監理業務の受託

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は　94,379千円であり、その主なも

のは、親会社の管理部門にかかる費用であります。

４．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1,229,051千円であり、その主なものは、親会社

での余剰運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）

 

建築設備設計
コンサルティ
ング
（千円）

建築設備申請
監理
（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 1,565,841 391,927 1,957,769 － 1,957,769

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － －

計 1,565,841 391,927 1,957,769 － 1,957,769

営業費用 873,207 328,726 1,201,933 117,698 1,319,631

営業利益 692,633 63,201 755,835 (△117,698) 638,137

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出
     

資産 321,887 114,225 436,113 1,538,098 1,974,211

減価償却費 26,538 909 27,448 1,527 28,975

減損損失 － － － 11,654 11,654

資本的支出 45,137 725 45,863 1,160 47,023

（注）１．事業区分は、サービスの種類、性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。

２．各事業の主要なサービスの内容

（１）　建築設備設計コンサルティング　…… 低層住宅の建築設備の調査・設計・積算受託業務とそれに伴う

設備部材・工法のコンサルティング業務及び設備工業化部材の

加工情報提供業務並びにカスタマーセンター受託業務

（２）　建築設備申請監理　　　　　　　…… 建築設備工事の官公庁申請・監理業務の受託

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は　117,698千円であり、その主なも

のは、親会社の管理部門にかかる費用であります。

４．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1,538,098千円であり、その主なものは、親会社

での余剰運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）及び当連結会計年度（自平成18年２月１日　至

平成19年１月31日）

　　本邦の売上高及び資産の額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自平成17年2月1日　至平成18年1月31日）

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

  当連結会計年度（自平成18年2月1日　至平成19年1月31日）

　　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、該当事項はありません。

⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年２月１

日　至　平成19年１月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額 60,021円93銭

１株当たり当期純利益 13,900円54銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
13,806円29銭

１株当たり純資産額       71,899円72銭

１株当たり当期純利益       16,095円45銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
      16,025円10銭

　（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。

 
前連結会計年度

(自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 321,727 373,977

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） 321,727 373,977

期中平均株式数（株） 23,145 23,235

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 158 102

（うち新株予約権） 158 102

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

第２回新株予約権（平成16年４月27

日　定時株主総会決議）

（新株予約権の数　115個）

第２回新株予約権（平成16年４月27

日　定時株主総会決議）

（新株予約権の数　115個）

（重要な後発事象）

 前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年２月１日　

至　平成19年１月31日）

 該当事項はありません。
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５．販売の状況
（販売実績）

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

金額 構成比 金額 構成比

建築設備設計

コンサルティ

ング事業

  ％  ％

設備設計・積算業務の受託 981,322 65.4 1,249,131 63.8

建築設備に関するコンサルティング 73,157 4.9 87,075 4.4

部材加工情報の提供 130,948 8.7 137,818 7.0

カスタマーセンター 61,725 4.1 91,815 4.7

小計 1,247,154 83.1 1,565,841 80.0

建築設備申請

監理事業
官公庁申請監理業務の受託 254,264 16.9 391,927 20.0

合計 1,501,418 100.0 1,957,769 100.0

　（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引はありません。
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６．設計受託戸数の推移
　建築設備設計コンサルティング事業における設計受託戸数の推移は、下記のとおりであります。

項目

前連結会計年度
自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日

当連結会計年度
自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日

受託戸数
（戸）

構成比
（％）

前期比
（％）

受託戸数
（戸）

構成比
（％）

前期比
（％）

Ａ　設計 22,307 41.2 ＋4.3 24,979 43.6 +12.0 

Ｂ　設計 31,792 58.8 ＋5.7 32,348 56.4 +1.7 

合計 54,099 100.0 ＋5.1 57,327 100.0 +6.0 

　（注）①　「Ａ　設計」・・・当社の設計サービスをフルラインで提供している場合の設計を表し、主に平均単価20千

円／棟以上の設計であります。

 

 

 

屋内給水給湯設計 屋内排水設計 屋外給排水設計 工事発注積算 

サービス提供内容 

　屋内給水給湯設計サービスから工事発注積算サービスまでフルライン提供。

②　「Ｂ　設計」・・・当社の設計サービスのうち一部を限定的に提供している場合の設計を表し、主に平均単

価20千円／棟未満の設計であります。

 

屋内給水給湯設計 屋内排水設計 屋外給排水設計 工事発注積算 

サービス提供内容 

　屋内給水給湯設計サービスのみ提供。
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