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（百万円未満切捨て） 

１．19年3月期の業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

（１）経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19年3月期 
18年3月期 

百万円   ％ 
 4,238 （ 11.5） 
3,802 （  0.5） 

百万円   ％
73  （ 270.0）
19  （  87.1）

百万円   ％
80 （ 215.0）
25 （△41.6）

百万円   ％
45   （ 178.7）
16   （△57.9）

 
 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 
営業利益率 

 
19年3月期 
18年3月期 

  円 銭  
4   21  
1   51   

円 銭

－
－

               ％

5.6 
2.1 

              ％ 

4.5 
1.4 

              ％

1.7 
0.5 

(参考)  持分法投資損益   19年3月期   －百万円     18年3月期   －百万円 
 
（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

 
19年3月期 
18年3月期 

              百万円 

1,678 
1,878 

              百万円

827 
783 

                  ％

49.3 
41.7 

          円     銭

76    68 
72    66 

 (参考)  自己資本  19年3月期  827百万円    18年3月期    783百万円 
 
 （３）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 

 
19年3月期 
18年3月期 

              百万円 

 15 
147 

               百万円

△ 18      
△ 14      

               百万円

△ 100       
△   0      

              百万円

 218 
 322 

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 純資産 
配当率 

 
19年3月期 
18年3月期 

円    銭 

0      00 
0      00 

円    銭

0      00 
0      00 

円    銭

0      00 
0      00 

百万円

－
－

％ 

－ 

－ 

％

－
－

20年3月期 
（予想） 0      00 0      00 0      00 

 
－ 

 

 
 
３．20年3月期の業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期 
通  期 

2,100 
4,400 

(5.2) 
(3.8) 

 20 
100 

(732.9)
(36.8)

 19
98

(146.6)
(21.7)

11
46

(4.7) 
(1.3) 

1  02
4  26
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更         有  
② ①以外の変更                無 

 
（２）発行済株式数(普通株式) 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年3月期  10,796,000株 18年3月期  10,796,000株 
② 期末自己株式数           19年3月期     9,180株 18年3月期     8,880株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26 ページ「１株当たり情報」をご覧くだ
さい。 

 
 
 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  
※業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報、不確実な要因に係る仮定等を前提とした判断によ
るものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって見通しと異なる場合があります。なお、上記予想に関
する事項は添付書類の3ページをご参照下さい。 
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 １．経営成績 

 （１）経営成績に関する分析 

  a． 当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、原油・素材価格の高騰による影響が懸念されたものの、企業収益の改

善や設備投資の増加を受けて穏やかな景気回復基調で推移いたしました。しかし、所得格差の拡大や税制・

社会保障負担率の見直し等による不安から個人消費は依然として力強さに欠ける部分が残る等､景気回復に向

けての不透明感を払拭するには至りませんでした。 

当社の業績に大きな影響を及ぼす住宅産業の状況につきましては、分譲マンション、貸家が好調に推移し

新設住宅着工は４年連続増加となり、持家・分譲戸建ても前年比微増で推移いたしましたが、戸建て住宅の

外構オープン化等によりエクステリア商材需要量の減少と商材の多様化により競合他社との受注競争はます

ます激化いたしました。 

エクステリア事業部門におきましては、エクステリア商品の需要減に伴う競合他社との顧客獲得のための

価格競争がますます激化し、経営環境は厳しい状況にて推移いたしました。 

建設工事業部門におきましては、総体として公共事業投資関連は厳しい財政事情等を背景とした発注の減

少傾向が続いており、少ない需要を巡っての競争激化の中、厳しい状況のまま推移いたしました。 

駐車場運営管理事業部門におきましては、当社の親会社である森トラスト株式会社が所有する事業用ビル

に設置されている駐車場の運営管理受託を進めてまいりました。 

    その結果、当事業年度の売上高は 4,238,829千円（前年同期比11.5%増）、経常利益80,553千円（前年同期

比215.0%増）、当期純利益は45,410千円（前年同期比178.7%増）となりました。 

 
  b． 次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、国内景況感は改善してきており、消費動向も改善傾向で推移してきており

ますが、原油・素材価格の高止まりや金利の上昇等による影響の懸念材料があり、今後も予断を許さない状

況が続くものと思われます。 

当社の業績に大きな影響を及ぼす住宅関連業界におきましては、少子高齢化による持家・分譲戸建て新設

住宅着工戸数の減少傾向が続くものと思われます。金利の上昇、原油価格高騰の影響等により資材の値上が

りが続くことが見込まれ、価格競争が一段と激化するものと予想されます。また、戸建て住宅の外構オープ

ン化が一層広まりエクステリア商材の需要量減少と商材の多様化に対する選別により、ますます業界内での

競争と選別化が進んでいくものと思われます。 

当社といたしましては、このような競争を勝ち抜くために、エクステリア事業部門においては、オー    

プン外構、商材の多様化に対応したエクステリアアセンブラ企業として確固たる基盤を確立し、多様な    

受注を獲得するとともに、建設工事業部門においてはエクステリアゼネコンとして引き続き大型案件の受注

を獲得してまいります。さらには、駐車場運営管理事業部門では当社の親会社である森トラスト株式会社及

び同社グループ各社が所有する事業用ビルに設置されている駐車場の運営管理受注拡大に注力し、損益基盤

のさらなる強化を図ってまいります。 

次期の見通しとしましては、売上高4,400百万円、損益面につきましては経常利益98百万円、当期純利益46百万

円を予定しております。 

 
 （２）財政状態に関する分析 

a．資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産は、前期に比べ200,449千円減少し、1,678,014千円となりました。流動資産は、売

上債権の減少及び損害保険代理店業に伴う預り保険料の支払いによる現金及び預金の減少が主な要因となり、

前期に比べ199,193千円減少の1,331,917千円となりました。固定資産は、差入保証金の増加及びソフトウェ

ア等の減価償却による減少が主な要因となり、前期に比べ1,255千円減少の346,097千円となりました。 

一方、当事業年度末の負債合計は、前期に比べ243,843千円減少し、850,840千円となりました。流動負債

は、短期借入金の減少及び前述の預り保険料の支払いによる預り金の減少が主な要因となり、前期に比べ

250,165千円減少の792,198千円となりました。固定負債は、得意先からの営業保証金の増加等に伴う預り保

証金の増加が主な要因となり、前期に比べ6,321千円増加の58,642千円となりました。 

また、当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末の資本合計に比べ43,394千円増加の827,174千円となり
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ました。これは主に当期純利益（45,410千円）の計上によるものです。 

 

b．キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ103,814千円

（前年同期比32.2％減）減少し、218,772千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、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15,186千円（前年同期は147,946千円の獲得）となりました。これは、主に

売上債権の減少及び預り金の減少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18,944千円（前年同期は14,684千円の使用）となりました。これは主に保

証金の差入れによる支出等であります。 

（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100,056千円（前年同期は367千円の使用）となりました。これは主に借入

金を返済したことによるものであります。 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

自己資本比率 （％） 35.4 39.1 43.6 41.7 49.3 

時価ベースの自己資本比率 （％） 44.8 75.1 74.0 94.2 93.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （％） 214.4 － － 202.8 1,316.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 68.5 － － 40.9 3.9 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注３）有利子負債は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。 

 

 （３）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対しましては、早期に累積損失を一掃し､長期的に業績に応じた利益還元を経営の重

要政策のひとつとして位置づけ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。        

     この方針に基づいて、企業の永続的な安定成長を図るため、経営の合理化・効率化を積極的に推進し、財

務体質と経営基盤の強化を図り、内部留保の充実に努めてまいります。 

 

 （４）事業等のリスク 

   a．特定事業への依存度について 

     当社は、門扉、フェンス等エクステリア商品の販売を主たる業務とし、全売上高の約７割を占めており 

ます。従って、当社の業績は住宅産業の状況、特に新設住宅着工戸数、当該業界での競争激化等の影響を 

受けやすい傾向があります。 

また、公共事業向けのネットフェンス、防護柵、舗装材の商品販売も国・地方自治体の厳しい財政事情 

等を反映した公共投資策に影響を受けやすい傾向があります。 

 

   b．人材の確保及び育成について 

     当社が競合他社に負けない競争力向上を図っていくためには、優秀な人材の確保・育成が不可欠である 

という認識に立っております。 

     当社は優秀な人材を確保するために、また、現在在籍している人材のモラールアップ、スキルアップの 
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    ため評価報酬制度を取り入れ、営業成績が直接社員に反映する報酬プログラムを実践しております。 

     また、人材紹介サービス等の活用により、必要な人材の確保に努めております。しかしながらエクステ 

リア業界の裾野は決して広くなく、適格な人材を十分確保することは簡単でないため、結果として当社の 

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

   c．競合等の影響について 

     当社は、関東地区をエリアとして主として門扉、フェンス等エクステリア商品の販売をしておりますが､ 

     市場規模に比較し同業者が乱立気味であり、また戸建て住宅の外構オープン化の広がりに伴う市場規 

模の縮小傾向により、競合他社との受注競争はますます激化する可能性があります。 

      販売競争の激化は、値引販売合戦を引き起こし、売上高の減少や利益率の低下等、当社の業績に影響 

     をもたらす可能性があります。 

 

   ｄ．特定の法人への依存について 

     当社の親会社である森トラスト株式会社及び同社グループ会社より駐車場運営・管理受託、事務所ビル 

    の内装工事受注、ビル管理受託、損害保険契約等の収益性の高い業務を請け負っており、安定的な収益を 

    あげておりますが、親会社のグループ各社に対する事業の見直しによっては、収益基盤が不安定になり、 

    当社の業績及び金融機関との関係等に影響をもたらす可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 
当社は、門扉、フェンス等エクステリア商品の販売を主たる業務とし、他に建築及び設計施工管理並び駐場 

運営管理・不動産管理に関連する事業活動等を展開しております。 

 

 当事業年度における当社及び親会社（森トラスト株式会社）の事業に係わる位置付けは、次の通りであります。 

エクステリア商品の販売 

……当社の事業内容であるエクステリア商品を森トラスト株式会社に販売しております。 

建築及び設計施工管理 

 ……森トラスト株式会社が所有しております不動産の外構工事等、建築及び設計施工管理をしております。 

駐車場・不動産運営管理受託 

……森トラスト株式会社が所有しております不動産（屋内外駐車場、小規模事務所ビル）の運営管理を受託

しております。 

 

 上記の関係を事業系統図によって示すと次のとおりであります。   
 

 

エクステリア商品の販売、

建築及び設計施工管理並び

に駐車場・不動産運営管理

 株 式 

 保 有 

 53.22％ 

エクステリア商

品の販売、建築

及び設計施工管

理並びに不動産

運営管理等 

一  般  得  意  先 

（当社）エムティジェネックス株式会社 

（親会社）森トラスト株式会社 

都市開発及び不動産賃貸・

管理等 
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３．経営方針 
(1)会社の経営の基本方針 

当社は、「エクステリアアセンブラ企業」として、住宅の外回り商品から都市の高層ビルを取り巻く外部

空間の各種製品までを取り揃え、これらの商品をアセンブルしてエンドユーザー、事業者等へ提供し、また

「エクステリアゼネコン」として、都市空間、街並み空間の環境整備事業に取り組む企業を目指してまいり

ます。 

 

  (２)目標とする経営指標 

 当社は、経営の効率化及び株主利益を重視する視点からＲＯＥ（自己資本利益率）を重要な経営指標のひ

とつと捉え、10％以上を目標としてまいります。 

 

(３)中長期的な会社の経営戦略 

     厳しい市場環境の中で、都市空間・街並み空間の環境整備に対応した景観分野拡大のための体制を強化・

充実させ、トータル外構整備事業の強化、さらにはリフォーム分野への参入拡大を目指し、エクステリアア

センブラ企業・エクステリアゼネコンとして独自の事業モデルを実現して、時代の変化に即応できる企業を

目指してまいります。また、経営基盤の一層の強化を図るべく、森トラストグループが所有する事業用ビル

に設置されている駐車場の運営管理受託のさらなる拡大に向けての組織及び体制強化を行ってまいります。 

 

(４) 会社の対処すべき課題 

当社を取り巻く経営環境を展望しますと、少子高齢化や貸家・分譲マンションのストック増によって戸建

て住宅着工戸数の減少傾向が継続するものと予想され、所得格差の拡大や税制・社会保障負担率の見直しに

よる不安から個人消費は依然として力強さに欠ける部分が残る等先行きは不透明であり、エクステリア商材

市場の縮小は必然と思われ、売上シェア確保のための価格競争は一層激化し、受注環境は厳しいものと予想

されます。 

当社は、エクステリア事業部門において、オープン外構、商材の多様化に対応したエクステリアアセンブ

ラ企業として受注基盤の整備・拡充を図ってまいりましたが、さらなる強化により業績の向上に努め、建設

工事業部門においては、大型案件の受注に対応できる組織力・技術力の強化を進め、より一層の経費削減と

従業員のさらなるスキルアップにより競合他社に負けない競争力向上を図ってまいります。さらに収益基盤

の一層の強化を図るため、駐車場運営管理事業部門においては、森トラストグループが所有する事業用ビル

に設置されている駐車場の運営管理の受託拡大をさらに推し進めていくための組織及び体制強化を行なう事

が重要な課題と考えております。 

 

(５)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、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識すると共に、激しく変化する経営環境に対応し、     

会社の抱える課題に迅速かつ適確に対応する取り組みを行っております。 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

a．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 

①会社の機関の内容、内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

   当社は監査役制度を採用しております。毎月開催される取締役会において、法令で定められた事項

や経営上の重要事項について意思決定するとともに、その他重要事項や業務執行の状況について報告

を受けております。  

当社の取締役会は、取締役３名で構成されており、毎月１回の定例取締役会のほか、必要に応じ      

て臨時取締役会を開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について充分に議論、検討を行い      

意思決定の迅速化を図っております。当会議には常勤監査役のほか、非常勤監査役も同席し、取締役

会及び取締役の意思決定・業務執行に関し、公正・客観的な立場から監査・監督を実施し、監視機能      

を果たしております。なお、監査役会は３名で構成されておりますが、そのうち社外監査役は２名で

あり、公正な監査が実施できる体制を整えております。 
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また、業務執行の迅速化と経営チェック機能の充実を図るため、取締役会とは別に、常勤役員、執

行役員、各事業部門部門長を構成員とする経営会議を月１回開催しております。 

 

＜会社の機関の内容及び内部統制の模式図＞ 

 

 ②内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

   会社法等法令に基づいた監査役による業務監査及び会計監査、会計監査人による会計監査並びに内

部統制監査室による内部監査を実施しております。また、監査役、監査室、会計監査人が連携を図り、

監査の実効性が上がるよう努めております。 

   （業務を執行した公認会計士の氏名等） 

   吉 野 昌 年（公認会計士桜友共同事務所 代表構成員） 

   吉 田   宏（公認会計士桜友共同事務所 代表構成員） 

   肥 沼 栄三郎（公認会計士桜友共同事務所 代表構成員） 

    ※継続監査年数については全員７年以内であるため、記載を省略しております。  

   （監査業務に係る補助者の構成） 

   公認会計士桜友共同事務所に所属する公認会計士２名 

   （審査体制） 

   意見表明に関する審査については、公認会計士桜友共同事務所に常置されている審査委員会（証券

取引法に基づく監査業務の執行者のみにより、委員長以下８名により構成）において、当社の有価証

券報告書等の監査証明業務に従事していない委員により実施されております。 

 ③顧問弁護士の状況 

   顧問弁護士につきましては法律事務所と顧問契約を結んでおり、法律上の判断が必要な案件はもち

ろん、企業経営及び日常の業務に関して専門的立場から経営判断上の参考とするためのアドバイスを

受けられる体制を採っております。 

   なお、弁護士、会計監査人につきましては経営への関与はありません。 

b．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要  

社外取締役は選任しておりません。また、会社と社外監査役との間で人的関係、資本的関係等はあり

ません。  

c．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（毎月１回）及び臨時取締役会の実施並びに定期的な監査役会の実施 

 ・情報セキュリティの強化等情報管理規定の改善 

 ・販売管理システム機能の改善 

・経営の透明性という観点から、迅速な情報開示を目指したＩＲ活動の強化 

・新会社法施行に伴う内部統制システムの整備構築のための体制強化とそれに伴う各種規程見直し、 

 業務改善、ビジネス・ルールの徹底 

　会計監査

事 業 部 門 ・業 務 部 門

     内部監査

 業務監査
会計監査

経営会議 顧問弁護士

代表取締役

     選任・解任

株　　主　　総　　会

監査役会

内部統制監査室

    選任・解任          選任・解任

         選任・解任

会計監査人

取締役会
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4.財務諸表

(1)貸借対照表

構成比 構成比

（％） （％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 322,586 218,772

２．受取手形 305,920 271,895

３．売掛金 ※４ 635,589 601,756

４．完成工事未収入金 ※４ 180,387 118,726

５．商品 86,649 103,526

６．未成工事支出金 8,523 6,286

７．前払費用 ※４ 17,274 24,897

８．未収入金 8,448 6,276

９．その他 1,253 1,218

10．貸倒引当金 △35,522 △21,438

       流動資産合計 1,531,111 81.5 1,331,917 79.4 △ 199,193

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 115,787 114,772

減価償却累計額 72,263 43,523 75,058 39,713

２．構築物 28,874 28,874

減価償却累計額 23,271 5,602 24,096 4,778

３．車両運搬具 20,506 20,394

減価償却累計額 15,882 4,624 17,292 3,102

４．工具器具備品 34,070 28,830

減価償却累計額 27,887 6,182 23,408 5,422

５．土地 22,048 22,048

     有形固定資産合計 81,981 4.4 75,065 4.5 △ 6,916

(2）無形固定資産

１．電話加入権 8,032 8,032

２．ソフトウェア 10,343 2,862

     無形固定資産合計 18,375 1.0 10,895 0.6 △ 7,480

対前年比

増減（千円）

当事業年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号 金額（千円） 金額（千円）

前事業年度

（平成18年３月31日）
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構成比 構成比

（％） （％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 33,704 31,709

２．差入保証金 ※４ 213,290 228,426

３．更生債権等 18,708 31,607

４．貸倒引当金 △18,708 △31,607

       投資その他の資産合計 246,995 13.1 260,136 15.5  13,140

              固定資産合計 347,352 18.5 346,097 20.6 △ 1,255

              資産合計 1,878,464 100.0 1,678,014 100.0 △ 200,449

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 13,042 11,297

２．買掛金 ※４ 387,790 400,624

３．工事未払金 123,448 26,436

４．短期借入金 300,000 200,000

５．未払金 22,993 29,624

６．未払費用 6,926 7,961

７．未払法人税等 6,252 39,230

８．未払消費税等 8,697 11,013

９．預り金 161,813 37,939

10．賞与引当金 11,398 19,805

11．その他 － 8,265

          流動負債合計 1,042,363 55.5 792,198 47.2 △ 250,165

対前年比

増減（千円）

当事業年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号 金額（千円） 金額（千円）

前事業年度

（平成18年３月31日）
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構成比 構成比

（％） （％）

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 13,671 20,164

２．繰延税金負債 5,277 3,943

３．退職給付引当金 33,372 34,534

      固定負債合計 52,320 2.8 58,642 3.5  6,321

      負債合計 1,094,684 58.3 850,840 50.7 △ 243,843

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 1,072,060 57.1 － － －

Ⅱ　利益剰余金

当期未処理損失 294,835 －

     利益剰余金合計 △294,835 △15.7 － － －

Ⅲ　その他有価証券評価差額金 7,754 0.4 － － －

Ⅳ　自己株式 ※３ △1,198 △0.1 － － －

     資本合計 783,779 41.7 － － －

     負債資本合計 1,878,464 100.0 － － －

前事業年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号 金額（千円） 金額（千円）

対前年比

増減（千円）

当事業年度

（平成19年３月31日）
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構成比 構成比

（％） （％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 1,072,060 63.9 －

２．利益剰余金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金 － △249,424

    利益剰余金合計 － － △249,424 △14.8 －

３．自己株式 － － △1,254 △0.1 －

      株主資本合計 － － 821,380 49.0 －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差額金 － － 5,793 0.3 －

      評価・換算差額等合計 － － 5,793 0.3 －

      純資産合計 － － 827,174 49.3 －

      負債純資産合計 － － 1,678,014 100.0 －

前事業年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号 金額（千円） 金額（千円）

対前年比

増減（千円）

当事業年度

（平成19年３月31日）
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(2)損益計算書

百分比 百分比

（％） （％）

Ⅰ　売上高 ※１

　１．商品売上高 3,078,062 3,583,632

　２．完成工事高 724,693 3,802,755 100.0 655,197 4,238,829 100.0  436,073

Ⅱ　売上原価

　１．商品売上原価

(1) 商品期首たな卸高 88,177 86,649

(2) 当期商品仕入高 2,484,356 2,920,180

合計 2,572,533 3,006,829

(3) 商品期末たな卸高 86,649 103,526

　　商品売上原価 2,485,884 2,903,303

２．完成工事原価 647,241 3,133,125 82.4 631,085 3,534,389 83.4  401,263

    売上総利益

　   １．商品売上総利益 592,178 680,328

　   ２．完成工事総利益 77,451 669,630 17.6 24,111 704,440 16.6  34,810

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 649,871 17.1 631,335 14.9 △ 18,535

　　営業利益 19,758 0.5 73,104 1.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 551 933

２．受取配当金 330 351

３．仕入割引 8,038 7,801

４．企業年金返戻金 － 3,174

５．雑収入 1,778 10,699 0.3 877 13,137 0.3  2,438

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 3,532 4,023

２．売上割引 1,042 1,583

３．雑支出 307 4,882 0.1 81 5,689 0.1  807

　　経常利益 25,575 0.7 80,553 1.9  54,977

前事業年度

（自　平成17年４月１日

    至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号 金額（千円） 金額（千円）

対前年比

増減（千円）

当事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）
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百分比 百分比

（％） （％）

Ⅵ　特別利益

  貸倒引当金戻入 － － － 1,186 1,186 0.0 1,186

Ⅶ　特別損失

        １．固定資産除却損 ※３ － 286

        ２．投資有価証券評価損 4,964 4,964 0.1 － 286 0.0 △ 4,677

  税引前当期純利益 20,611 0.5 81,452 1.9  60,840

  法人税、住民税及び事業税 4,315 0.1 36,041 0.9  31,726

  当期純利益 16,296 0.4 45,410 1.0  29,114

  前期繰越損失 311,131 －

  当期未処理損失 294,835 －

完成工事原価報告書

百分比 百分比

（％） （％）

Ⅰ　材料費 118,170 18.3 109,372 17.3 △ 8,797

Ⅱ　外注加工費 472,681 73.0 437,489 69.3 △ 35,191

Ⅲ　経費 56,389 8.7 84,223 13.4  27,833

　（うち人件費） (54,409) (8.4) (47,212) (7.5) (△7,196)

　　当期完成工事原価 647,241 100 631,085 100 △ 16,155

　（注）　原価計算の方法は、実際原価に基づく個別原価計算であります。

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

前事業年度 当事業年度

対前年比（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

区分

前事業年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号 金額（千円） 金額（千円）

対前年比

増減（千円）

当事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）
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(3) 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

 株主資本  評価・換算差額等 

純資産合計
資本金 

その他 
利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円）

1,072,060 △294,835 △1,198 776,025 7,754 7,754 783,779 

事業年度中の変動額              

当期純利益 － 45,410 － 45,410 － － 45,410 

自己株式の取得 － － △56 △56 － － △56 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

－ － － － △1,960 △1,960 △1,960 

事業年度中の変動額合計 
（千円）

－ 45,410 △56 45,354 △1,960 △1,960 43,394 

平成19年３月31日 残高 
（千円）

1,072,060 △249,424 △1,254 821,380 5,793 5,793 827,174 
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(4)キャッシュ・フロー計算書
前事業年度 当事業年度

 （自　平成17年４月１日  （自　平成18年４月１日

  至　平成18年３月31日）   至　平成19年３月31日）

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

税引前当期純利益 20,611 81,452

減価償却費 10,962 9,239

無形固定資産償却額 39,084 8,716

賞与引当金の増加額（減少額△） △2,577 8,407

退職給付引当金の増加額（減少額△） 3,005 1,162

貸倒引当金の増加額（減少額△） 5,466 △14,084

受取利息及び受取配当金 △882 △1,284

支払利息 3,532 4,023

有形固定資産除却損 － 286

投資有価証券評価損 4,964 －

売上債権の減少額（増加額△） △11,771 129,519

たな卸資産の減少額（増加額△） 1,527 △14,639

その他流動資産の減少額（増加額△） △22,825 △6,652

仕入債務の増加額（減少額△） △36,628 △85,922

預り金の増加額（減少額△）  ※２ 161,813 △123,874

未払費用の増加額（減少額△） △134 885

その他流動負債の増加額（減少額△） △25,904 17,212

その他 6,780 6,493

小計 157,025 20,941 △ 134,084

利息及び配当金の受取額 775 1,117

利息の支払額 △3,618 △3,873

法人税等の支払額 △6,236 △2,997

   営業活動によるキャッシュ・フロー 147,946 15,186 △ 132,760

対前年比
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前事業年度 当事業年度

  （自　平成17年４月１日  （自　平成18年４月１日

  至　平成18年３月31日）   至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

 Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出 △2,502 △2,791

保証金の差入れによる支出 △23,960 △24,030

保証金の解約等による収入 12,837 8,894

その他 △1,060 △1,018

   投資活動によるキャッシュ・フロー △14,684 △18,944 △ 4,259

 Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加額（減少額△） － △100,000

その他 △367 △56

   財務活動によるキャッシュ・フロー △367 △100,056 △ 99,668

 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加額（減少額△） 132,894 △103,814 △ 236,708

 Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 189,692 322,586  132,894

 Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 322,586 218,772 △ 103,814

対前年比
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(5) 損失処理計算書 

   
前事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月28日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失     294,835 

Ⅱ 次期繰越損失     294,835 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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、売却原価は総平均法により

算定）を採用しております。 

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、売却原価は総平均法によ 

り算定）を採用しております。 

  時価のないもの 

総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 

商品 

月次総平均法による原価法によっており

ます。 

未成工事支出金 

個別法による原価法によっております。 

商品 

同左 

未成工事支出金 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。ただし、

平成10年４月１日以降取得した建物

（建物付属設備を除く）については

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物         ７～31年 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  （営業権） 

５年間で均等償却する方法を採用

しております。 

       ──── 

  

  （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。 

（ソフトウェア） 

同左 

４．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 

従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

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、当

期末における退職給付債務の見込額

（簡便法）に基づき、当期末に発生

していると認められる額を計上して

おります。 

(3）退職給付引当金 

同左 
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会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５．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．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カ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 

７．その他財務諸表作成のた

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。 

消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。  

────── 

  

 ────── 

  

（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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は827,174千円

であります。 

 なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、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） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

 １ 受取手形裏書譲渡高 61,669千円  １ 受取手形裏書譲渡高 63,967千円 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２         ────── 
授権株式数    普通株式 30,000,000株 
発行済株式総数  普通株式 10,796,000株 

       

※３ 自己株式 ※３         ────── 
当社が保有する自己株式の数は普通株式8,880株で
あります。 

  

※４ 関係会社項目 ※４ 関係会社項目 
関係会社に対する資産には次のものがあります。 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。 
売掛金 4,980千円 
完成工事未収入金 63,885千円 

売掛金 5,098千円 
前払費用 14,576千円 
差入保証金 11,488千円 
買掛金 7,776千円 

 ５ 配当制限  ５          ────── 
商法施行規則第124条第３号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7,754千円
であります。 

  

 ６ 資本の欠損の額は296,034千円であります。  ６                  ────── 
 ７                  ──────  ７ 期末日満期手形の取扱い 
  期末日満期手形の会計処理については、当期の末

日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行
われたものとして処理しております。期末日満期
手形の金額は、次のとおりであります。 
受取手形              26,981千円 
支払手形              2,204千円 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 

関係会社への売上高 91,409千円 関係会社への売上高 77,429千円 

※２ 販売費及び一般管理費 ※２ 販売費及び一般管理費 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
１．発送配達費 114,198千円 
２．給料・手当 148,986千円 
３．役員報酬 49,380千円 
４．賞与引当金繰入額 11,398千円 
５．地代家賃 71,823千円 
６．営業権償却 30,621千円 
７．減価償却費 19,426千円 
販売費に属する費用 81.5％ 
一般管理費に属する費用 18.5％ 

１．発送配達費 113,953千円 
２．給料・手当 160,673千円 
３．役員報酬 43,480千円 
４．賞与引当金繰入額 19,805千円 
５．地代家賃 68,125千円 
６．減価償却費 17,956千円 
     
販売費に属する費用 79.3％ 
一般管理費に属する費用 20.7％ 

※３        ────── ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
  工具器具備品 286千円 

計 286千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  

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 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式        

普通株式 10,796,000 － － 10,796,000 

合計 10,796,000 － － 10,796,000 

自己株式        

普通株式       （注） 8,880 300 － 9,180 

合計 8,880 300 － 9,180 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加300株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定 322,586

現金及び現金同等物 322,586

  （千円）

現金及び預金勘定 218,772

現金及び現金同等物 218,772

※２ 損害保険代理店業務に伴う期末一時預り保険料等

であります。 

※２ 損害保険代理店業務に伴う前期末一時預り保険料

等の支払いであります。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 

 会社の事業内容に照らして、重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引となったため、財務諸

表等規則第８条の６第６項の規定の準用により、当事業

年度から記載を省略しております。 

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） 

車両運搬具 2,492 2,289 202 

合計 2,492 2,289 202 

 
  

  
  

  
  

  

        

        

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 207千円

１年超 －千円

合計 207千円

     

     

     

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 1,180千円

減価償却費相当額 1,133千円

支払利息相当額 18千円

     

     

     

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。 

  

  

 （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。  
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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 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  種類 

前事業年度（平成18年３月31日） 当事業年度（平成19年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

(1）株式 17,636 30,668 13,032 18,937 28,673 9,736 

(2）債券            

国債・地方債等 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 17,636 30,668 13,032 18,937 28,673 9,736 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式 － － － － － － 

(2）債券            

国債・地方債等 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 － － － － － － 

合計 17,636 30,668 13,032 18,937 28,673 9,736 

 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券    

非上場株式 3,035 3,035 
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テキストボックス
(企業結合等）

Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス
該当事項はありません。



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を設けております。 

２．退職給付債務及びその内訳           

 （注） 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．退職給付費用の内訳        

 （注） 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。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（ストック・オプション等関係） 

        該当事項はありません。 

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円）   △88,118    △91,539 

(2）年金資産（千円）   54,745    57,005 

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2)   △33,372    △34,534 

(4）貸借対照表計上額純額（千円）   △33,372    △34,534 

(5）前払年金費用（千円）   －    － 

(6）退職給付引当金（千円）(4)－(5)   △33,372    △34,534 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

退職給付費用    

勤務費用（千円） 3,728 3,573 

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 
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（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

 該当事項はありません。 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、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．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 上記会社との取引は一般の取引と同様の取引条件によっております。 

前事業年度      
（平成18年３月31日） 

当事業年度      
（平成19年３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 

（単位 千円） （単位 千円） 

繰延税金資産  

賞与引当金 4,616

貸倒引当金 6,467

退職給付引当金 13,515

未払費用 533

繰越欠損金 17,166

繰延税金資産小計 42,299

評価性引当額 △42,299

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △5,277

繰延税金負債合計 △5,277

繰延税金負債の純額 △5,277

繰延税金資産  

賞与引当金 8,021

貸倒引当金 9,078

退職給付引当金 13,986

未払事業税 2,188

未払費用 926

繰延税金資産小計 34,201

評価性引当額 △34,201

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △3,943

繰延税金負債合計 △3,943

繰延税金負債の純額 △3,943

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の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

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

    

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 39.1 

住民税均等割等 20.8 

繰越欠損金控除額 △115.9 

評価性引当金当期対応額 36.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.9 

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.9 

住民税均等割等 4.3 

繰越欠損金控除額 △21.1 

評価性引当金当期対応額 9.5 

その他 3.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.2 

属性 
会社等の
名称 

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 

親会社 

森トラス

ト株式会

社 

東京都港

区 
9,000,000 

都市開発

及び不動

産賃貸・

管理等 

（被所有）

直接 

58.41％ 

－ 

当社エク

ステリア

商品の販

売、建築

及び設計

施工管理

等 

工事の請負 68,342 
完成工事

未収入金 
63,885 

管理の受託 23,066 売掛金 4,980 

施設賃借料 10,916 

前払費用 

差入保証

金 

10,916 

5,458 
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当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、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．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 上記会社との取引は一般の取引と同様の取引条件によっております。 

（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

属性 
会社等の
名称 

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 

親会社 

森トラス

ト株式会

社 

東京都港

区 
10,000,000 

都市開発

及び不動

産賃貸・

管理等 

（被所有）

直接 

53.47％ 

－ 

エクステ

リア商品

の販売、

建築及び

設計施工

管理並び

に駐車

場・不動

産運営管

理等 

工事の請負 5,926 売掛金 5,098 

管理の受託 71,503 前払費用 14,576 

施設等賃借

料 
199,592 

差入保証

金 
11,488 

支払手数料 8,760 買掛金 7,776 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  １株当たり純資産額                 72円66銭   １株当たり純資産額                 76円68銭 

 １株当たり当期純利益                1円51銭   １株当たり当期純利益                  4円21銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま

しては、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につきま

しては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（千円） 16,296 45,410 

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） 16,296 45,410 

期中平均株式数（千株） 10,788 10,786 
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    (1）生産実績 
 該当事項はありません。 

(2）受注状況 

 該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．「駐車場運営管理事業」は前事業年度まで、「その他事業」に含めて表示しておりましたが、金額の重

要性が増加したことに伴い、当事業年度より区分して表示することにいたしました。 

なお、この変更に伴い、前年同期比の算出に当たっては、前事業年度分を変更後の区分に組み替えて行って

おります。 

また、当事業年度の事業別売上高を前事業年度までの区分によって表示すれば、次のとおりとなります。 

  （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業 
当事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

エクステリア事業   （千円） 3,079,137 104.9 

建設工事業      （千円） 655,197 90.4 

駐車場運営管理事業  （千円） 375,934 1,689.4 

その他事業      （千円） 128,559 106.7 

合計            （千円） 4,238,829 111.5 

事業 
当事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

エクステリア事業（千円） 3,079,137 104.9 

建設工事業   （千円） 655,197 90.4 

その他事業   （千円） 504,494 353.5 

合計  （千円） 4,238,829 111.5 
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Administrator
テキストボックス
5.  生産、受注及び販売の状況



６．役員の異動（平成１９年６月２７日付） 

 

（１）代表者の異動 

    代表取締役社長 鈴木  均（現 当社 専務執行役員） 

    取締役会長   高橋 宏一（現 代表取締役社長） 

 

 

（２）新任取締役候補 

    取 締 役   鈴木  均（現 当社 専務執行役員） 

                 （現 ＭＴファシリティサービス株式会社 取締役） 

 

    取 締 役   藤沢 久晃（現 株式会社整理回収機構 財務部次長） 

 

（３）退任予定取締役 

            山田 敏朗（現 取締役管理部長） 
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