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１．平成20年１月期の連結業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年１月期 1,896 △3.1 466 △26.9 468 △26.6 279 △25.3

19年１月期 1,957 30.4 638 17.8 637 17.7 373 16.2

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年１月期 12,135 66 12,115 65 16.7 24.5 24.6

19年１月期 16,095 45 16,025 10 24.4 35.9 32.6

（参考）持分法投資損益 20年１月期 －百万円 19年１月期 －百万円

(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

20年１月期 1,850 1,670 90.3 73,413 84

19年１月期 1,974 1,674 84.8 71,899 72

（参考）自己資本 20年１月期 1,670百万円 19年１月期 1,674百万円

(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

20年１月期 208 △109 △278 1,252

19年１月期 450 △47 △98 1,434

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年１月期 － － 2,000 00 － － 4,000 00 6,000 00 139 37.3 9.1

20年１月期 － － 2,000 00 － － 4,000 00 6,000 00 136 49.4 8.3

21年１月期（予想） － － 2,000 00 － － 4,000 00 6,000 00 － 34.8 －

３．平成21年１月期の連結業績予想（平成20年２月１日～平成21年１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 989 3.5 204 △22.0 203 △23.2 118 △28.3 5,206 67

通期 2,421 27.7 673 44.3 670 43.2 392 40.4 17,224 97

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、17ページ「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」をご覧ください。

(3）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） 20年１月期 23,290株 19年１月期 23,290株

②　期末自己株式数 20年１月期 531株 19年１月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年１月期の個別業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年１月期 1,872 △3.1 477 △22.9 473 △23.4 286 △20.4

19年１月期 1,933 29.5 620 16.8 618 16.6 359 14.5

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

円 銭 円 銭

20年１月期 12,431 88 12,411 38

19年１月期 15,458 54 15,390 98

(2）個別財政状態

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

20年１月期 1,788 1,604 89.7 70,486 30

19年１月期 1,896 1,596 84.2 68,568 12

（参考）自己資本 20年１月期 1,604百万円 19年１月期 1,596百万円

２．平成21年１月期の個別業績予想（平成20年２月１日～平成21年１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 977 3.5 209 △21.1 202 △24.1 117 △29.7 5,165 45

通期 2,395 27.9 668 39.8 653 38.0 379 32.6 16,661 07

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ①当連結会計年度の概況

　当期のわが国経済は、当初、堅調な企業収益を背景にした設備投資の増加や雇用環境の改善が進み、景気は穏やか

な回復基調で推移しました。しかしながら、原材料価格の高止まり、米国の低所得者向け住宅ローン（サブプライム

ローン）問題等の影響により、景気の先行きに不透明感を残すところとなりました。

　また、当社グループ（当社及び連結子会社）が主に関連する住宅業界におきましては、改正建築基準法の施行によ

る建築確認申請手続の混乱・停滞により、昨年7月以降の新築住宅の着工戸数が大幅に減少し、平成19年（暦年）の新

設住宅着工戸数は前年を17.8％下回る106万戸となりました。

　このような事業環境の中、当社グループは当期を「第２の成長期を迎えるための準備の年」と位置付け、中長期的

な成長を目指すために新しい事業分野の開拓に注力するとともに、将来の成長に必要な人材の増員を進めてまいりま

した。

　この結果、当期の売上高は1,896百万円（前期比3.1％減）、営業利益466百万円（前期比26.9％減）、経常利益468

百万円（前期比26.6％減）、当期純利益279百万円（前期比25.3％減）となりました。

　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

　改正建築基準法の施行の影響により住宅着工戸数が大きく減少したことで主力の設備設計積算業務が苦戦を強いら

れたものの、カスタマセンター業務が新規得意先の受託により拡大したことから、売上高は1,599百万円（前期比

2.2％増）となりました。一方、今後の業容拡大に備えて東京・沖縄・深圳（中国）３拠点において従業員を増員した

ことに伴う人件費の増加により、営業利益は537百万円（前期比22.4％減）となりました。

建築設備申請監理事業

　改正建築基準法の施行に伴うマンション等の着工の遅れ、建設需要の低下に伴い、当社グループの受託物件数が減

少したことにより、売上高は296百万円（前期比24.2％減）、営業利益は56百万円（前期比11.3％減）となりまし

た。

 ②次期の見通し

　当社グループが主に関連する住宅業界につきましては、引き続き新設住宅着工戸数が軟調に推移することが予想さ

れ、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、当社グループは、中長期的な成長の維持を目指すために、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（給排水以外の設計分野、カスタマーセンターサービス）、③中国マンション市

場への進出という３つの成長分野の開拓に注力してまいります。その中でも特に、次期は「中小工務店に対するエプ

コシステムの普及」について注力する所存であります。そして、次期の下半期より中小工務店に対するエプコシステ

ムの提供を開始することで、住宅市場におけるエプコシステムの更なる普及拡大を見込んでおります。

　以上の施策により、次期業績見通しは連結売上高2,421百万円（前期比27.7％増）、営業利益673百万円（前期比　

44.3％増）、経常利益670百万円（前期比43.2％増）、当期純利益392百万円（前期比40.4％増）を予定いたしており

ます。

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債、純資産の状況に関する分析

(イ)流動資産

　当連結会計年度末における流動資産の残高は1,599百万円となり、前連結会計年度末に比べ188百万円減少いたしま

した。現金及び預金が182百万円減少したことが主な要因であります。

(ロ)固定資産

 　当連結会計年度末における固定資産の残高は251百万円となり、前連結会計年度末に比べ65百万円増加いたしまし

た。ソフトウェアを中心とした設備投資により無形固定資産が45百万円増加したことが主な要因であります。

(ハ)流動負債

 　当連結会計年度末における流動負債の残高は163百万円となり、前連結会計年度末に比べ119百万円減少いたしまし

た。未払法人税等が91百万円減少したことが主な要因であります。

(ニ)固定負債

 　当連結会計年度末における固定負債の残高は16百万円となり、前連結会計年度末から残高の変動はありません。

(ホ)純資産の部
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 　当連結会計年度末における純資産合計の残高は1,670百万円となり、前連結会計年度末に比べ3百万円減少いたしま

した。当期純利益の発生による279百万円の増加に対し、配当金の支払い139百万円及び自己株式の取得139百万円等に

よる減少が生じたためであります。

 

 ②キャッシュ・フローの状況に関する分析

　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、配当金139百万円を支払い、

自己株式を取得して139百万円を支出したこと等により前連結会計年度末に比べ182百万円減少し、当連結会計年度末

残高は1,252百万円となりました。

　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。

(イ)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208百万円（前年同期比53.9％減）となりました。これは主として、税金等調整前当

期純利益467百万円を基礎として、法人税等の支払額298百万円を支出したことによるものであります。

(ロ)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109百万円（前年同期比129.7％増）となりました。これは、有形及び無形固定資産

の取得につき108百万円を支出したことによるものであります。

(ハ)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278百万円（前年同期比182.1％増）となりました。これは、配当金139百万円を支払

い、自己株式を取得して139百万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 平成20年１月期

自己資本比率（％） 79.0 84.4 88.2 84.8 90.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
1,020.5 833.6 609.8 530.9 167.2

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

 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

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）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。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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％を最低ライン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。

　なお、平成20年１月期につきましては、前期比で減益という結果ではありましたが、過去の利益の蓄積で内部留保

資金が十分に確保されていることから、前期の配当水準を維持し、年間配当6,000円（中間配当2,000円、期末配当

4,000円、配当性向（連結）49.4％）を予定しております。また、平成21年1月期につきましては、現時点では年間配

当6,000円（中間配当2,000円、期末配当4,000円、配当性向（連結）34.8％）を計画しております。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る主な事項を記載しております。

　また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項につ

いては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。

　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

る所存であります。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したも

のであり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご留意下さい。
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 ①　競合について

　現在のところ、当社グループの事業と直接競合する他社の存在は認識しておりません。しかし、将来において競合

他社が発生する可能性は否定できず、競合した際には単価の下落や受注率の低下により収益は圧迫される可能性があ

ります。

　当社グループとしては、これらを考慮して次の課題に対処する必要があると考えておりますが、以下の課題に対し

て十分な対処ができない場合には、当社グループの収益に影響を及ぼす可能性があります。

 １．海外子会社（艾博科建築設備設計（深圳）有限公司）への設計委託によるコスト競争力の強化

 ２．CAD・積算システム等のソフトウェア強化による作業効率の向上

 ３．アライアンス先の住設機器・部材メーカー等との連携強化によるコンサルティング力の強化及びサービス

     ラインの拡大

 ４．当社ブランド価値の向上による低層住宅設備市場での確固たるポジションの確保

 

 ②　主要な販売先について

　当社グループの販売実績に対し、10％を超える販売先は次のとおりであります。下記販売先の経営戦略や業績等が

当社グループの業績に影響を及ばす可能性があります。

 

 相手先 事業部門 

当連結会計年度 

（自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日） 

前連結会計年度 

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）  

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 パナホーム株式会社 建築設備設計コンサルティング事業 298,461 15.7 255,875 13.1

 株式会社一条工務店 建築設備設計コンサルティング事業 275,361 14.5 305,138 15.6

 住友林業株式会社 建築設備設計コンサルティング事業 215,824 11.4 231,885 11.8

 ③　海外での活動について

　当社グループは中国において生産（設計）活動を行っており、今後は販売活動も実施することを検討しております。

中国は発展著しい国である一方で、次のリスクが潜在しております。

１．為替政策による為替レートの大幅な変動

２．人件費・物価等の大幅な上昇

３．ストライキ等による生産活動への支障

４．その他の経済的、社会的及び政治的リスク

 これらは、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ④　代表者への依存について

　当社グループの事業推進者は、代表取締役社長の岩崎辰之であります。同氏は、創業以来代表取締役社長であり、

当連結会計年度末現在、発行済株式総数の36.75％を所有する大株主であります。同氏は、経営方針や戦略の決定をは

じめ、営業・技術の各方面の事業推進において重要な役割を果たしております。

　このため、当社グループでは幹部候補生の採用活動や育成活動等により、過度に同氏に依存しない経営体制の構築

を推し進めておりますが、現時点で同氏が業務の継続が困難となるような事態となった場合、当社グループの業績そ

の他に重要な影響を与える可能性があります。

 ⑤　ストックオプションについて

　当社グループは、株主価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、当社グループの業績向上に対する従業員

の意欲を一層高めること等を目的として、ストックオプション（新株予約権）を発行しております。これは、旧商法

の規定に基づき、対象となる従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行するものとして、定時株主総

会において決議されたものであります。これらの新株予約権が行使された場合は、当社グループの１株当たりの株式

価値は希薄化し、株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社グループは当社と子会社２社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。

 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 

 

 なお、最近の有価証券報告書（平成19年4月27日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、「関係

会社の状況」の開示を省略しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、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）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20年1月期

実績（連結）
 

平成21年１月期

通期予想（連結）

 ① 営業利益の前期比増加率   ＋30％  △26.9％  +44.3％ 

 ② 売上高営業利益率   　35％  24.6％  27.8％ 

　当連結会計年度につきましては、上記のとおり①、②共に目標未達となりました。これは、当社グループが平成20

年1月期を第２の成長ステージへ移行するための先行投資の時期と位置付けて、将来を見越した人材の採用を積極的に

実施したためであります。

　しかしながら、当社グループの中期経営計画では、平成21年1月期より第２の成長ステージに差し掛かる計画である

ことから、中長期的に上記の目標達成を目指してまいります。　

(3）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、(4）会社の対処すべき課題をご参照下さい。

 

(4）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、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中小工務店等については、中小工務店とのネットワークを有する管材・建

材流通業者やプレカット会社等と連携した営業活動を行ってまいります。

 

 ②　新しいサービスラインの拡大

　当社グループ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、工事コストの削減及び工事品

質の向上に資する新しいサービスを開発する必要があります。当社グループはこれまで給水・給湯・排水、雨樋等に

関する新しいソフトサービスを提案してまいりましたが、これら以外にも電気、情報設備等に関する新しいソフトサー
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ビス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

　当社グループでは、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。当社グループは、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

　当社グループでは、業務提携関係にある三井物産株式会社と共に、中国のマンション市場に対して新しい設備工事

の形を提案することに取り組んでおります。

　2007年の後半には、中国最大の不動産デベロッパーである万科企業へのエプコシステム導入に向けて試験施工が活

発化してまいりました。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着実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

　当社グループでは、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、当社グループ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。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　内部管理体制の整備・運用状況につきましては、「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載しております。

　なお、「コーポレート・ガバナンス報告書」は、以下のURLにてご覧頂くことができます。

　http://www.jasdaq.co.jp/list/list_corporategovernance.jsp

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年１月31日）
当連結会計年度

（平成20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   1,434,433   1,252,341  

２．受取手形及び売掛金   320,854   310,871  

３．繰延税金資産   17,174   11,135  

４．その他   17,823   26,898  

貸倒引当金   △1,910   △1,856  

流動資産合計   1,788,376 90.6  1,599,391 86.4

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

（１）建物及び構築物  30,815   41,115   

減価償却累計額  22,539 8,276  23,722 17,393  

（２）車両運搬具  690   －   

減価償却累計額  613 76  － －  

（３）土地   34,917   34,917  

（４）工具器具備品  －   188,364   

減価償却累計額  － －  93,486 94,878  

（５）その他  154,243   －   

減価償却累計額  71,223 83,020  － －  

有形固定資産合計   126,290 6.4  147,189 8.0

２．無形固定資産   11,230 0.6  56,272 3.0

３．投資その他の資産        

（１）繰延税金資産   10,734   11,779  

（２）その他   37,580   36,210  

投資その他の資産合計   48,314 2.4  47,990 2.6

固定資産合計   185,835 9.4  251,452 13.6

資産合計   1,974,211 100.0  1,850,844 100.0
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前連結会計年度

（平成19年１月31日）
当連結会計年度

（平成20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   26,591   22,229  

２．未払法人税等   175,320   83,576  

３．その他   81,009   57,466  

流動負債合計   282,920 14.3  163,272 8.8

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 0.9  16,746 0.9

負債合計   299,667 15.2  180,018 9.7

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   87,232 4.4  87,232 4.7

２．資本剰余金   118,032 6.0  118,032 6.4

３．利益剰余金   1,461,996 74.0  1,602,195 86.6

４．自己株式   － －  △139,768 △7.6

　　株主資本合計   1,667,261 84.4  1,667,692 90.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．為替換算調整勘定   7,283 0.4  3,132 0.2

　　評価・換算差額等合計   7,283 0.4  3,132 0.2

純資産合計   1,674,544 84.8  1,670,825 90.3

負債純資産合計   1,974,211 100.0  1,850,844 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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   1,957,769 100.0  1,896,630 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  952,514 48.7  1,035,432 54.6

売上総利益   1,005,255 51.3  861,198 45.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  367,117 18.7  394,662 20.8

営業利益   638,137 32.6  466,535 24.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  38   676   

２．受取家賃  840   840   

３．雇用助成金  1,336   3,694   

４．仕入割引  1,843   1,738   

５．保険解約手当金  －   990   

６．その他  733 4,791 0.3 296 8,236 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１．売上割引  5,602   5,444   

２．自己株式買付手数料  －   692   

３．その他  － 5,602 0.3 577 6,714 0.3

経常利益   637,325 32.6  468,057 24.7

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  － － － 65 65 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．減損損失 ※３ 11,654   －   

２．有形固定資産除却損  － 11,654 0.6 175 175 0.0

税金等調整前当期純利益   625,671 32.0  467,947 24.7

法人税、住民税及び
事業税

 275,700   206,954   

還付事業税  △12,442   △23,206   

法人税等調整額  △11,563 251,693 12.9 4,993 188,742 10.0

当期純利益   373,977 19.1  279,205 14.7
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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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当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △139,006  △139,006

当期純利益   279,205  279,205

自己株式の取得    △139,768 △139,768

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）

－ － 140,199 △139,768 431

平成20年1月31日　残高（千円） 87,232 118,032 1,602,195 △139,768 1,667,692

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19年1月31日　残高（千円） 7,283 7,283 1,674,544

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △139,006

当期純利益   279,205

自己株式の取得   △139,768

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△4,150 △4,150 △4,150

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△4,150 △4,150 △3,718

平成20年1月31日　残高（千円） 3,132 3,132 1,670,825
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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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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  625,671 467,947

減価償却費  28,975 40,360

貸倒引当金の増減額（減少：△）  447 △54

受取利息及び受取配当金  △38 △676

有形固定資産除却損  － 175

減損損失  11,654 －

売上債権の増減額（増加：△）  △75,840 9,636

仕入債務の増減額（減少：△）  12,091 △4,361

未払金の増減額（減少：△）  13,570 △10,821

その他  25,596 △19,404

小計  642,129 482,801

利息及び配当金の受取額  38 676

法人税等の支払額  △203,719 △298,656

法人税等の還付額  12,442 23,206

営業活動によるキャッシュ・フロー  450,891 208,027

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  △43,216 △56,443

無形固定資産の取得による支出  △2,989 △51,959

その他  △1,310 △753

投資活動によるキャッシュ・フロー  △47,516 △109,156

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出  － △139,768

配当金の支払額  △104,342 △139,001

株式の発行による収入  5,515 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △98,827 △278,769

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3,301 △2,192

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  307,847 △182,091

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,126,585 1,434,433

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  1,434,433 1,252,341
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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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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。

同左

（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

貸与資産については定額法で、その

他の有形固定資産については以下のと

おりであります。

 　①平成19年3月31日以前に取得したもの

 　　旧定率法

 　②平成19年4月1日以降に取得したもの

 　　定率法

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。

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
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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

────── ──────

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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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。

 

──────

──────  （固定資産の減価償却の方法）

　当連結会計年度より、法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年3月30日法律第6号）及び（法

人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年3月31日政令

第38号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に規定する減価償却

方法により減価償却費を計上しております。

　これにより従来の方法によった場合と比べて、売上総利

益、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益はそれ

ぞれ1,461千円少なく計上されております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

────── （連結貸借対照表）

　「工具器具備品」は前連結会計年度まで、有形固定資産

の「その他」に含めておりましたが、当連結会計年度にお

いて、資産の総額の100分の5を超えたため、区分掲記しま

した。

　なお、前連結会計年度末の「工具器具備品」は106,537千

円であり、減価償却累計額は△58,169千円であります。
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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19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20年１月31日）

　　　                ────── 　　　                ──────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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 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

役員報酬    65,400千円

給料手当 89,623

旅費交通費 55,753

  

※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

※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

104,056千円

※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）

前連結会計年度（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

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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当連結会計年度（自平成19年２月１日　至平成20年１月31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

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 23,290 － － 23,290

合計 23,290 － － 23,290

自己株式     

普通株式 － 531 － 531

合計 － 531 － 531

 　　　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、平成19年4月24日の取締役会決議において設定した自己株式

の取得枠の範囲内で実施した267株と、平成19年7月12日の取締役会決議において設定した自己株式の

取得枠の範囲内で実施した100株と、平成19年10月11日の取締役会決議において設定した自己株式の

取得枠の範囲内で実施した164株によるものです。

 

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19年4月26日

定時株主総会
普通株式 93,160 4,000 平成19年1月31日 平成19年4月27日

平成19年9月14日

取締役会
普通株式 45,846 2,000 平成19年7月31日 平成19年10月10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
（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20年4月24日

定時株主総会
普通株式 91,036 利益剰余金 4,000 平成20年1月31日 平成20年4月25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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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19年１月31日） （平成20年１月31日）

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  

現金及び預金勘定 1,252,341 千円

現金及び現金同等物 1,252,341  

（リース取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年２月１日　

至　平成20年１月31日）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年１月31日）及び当連結会計年度（平成20年１月31日）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年２月１日　

至　平成20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。

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年２月１日　

至　平成20年１月31日）

 該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）

１．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15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　17名 当社従業員　12名 当社従業員　36名

ストック・オプション数 普通株式　 250株 普通株式　 115株 普通株式　 230株

付与日 平成15年6月3日 平成16年6月22日 平成18年4月27日

権利確定条件

 権利行使時においても、当

社の取締役、監査役若しく

は従業員の地位にあること

（但し、任期満了及び定年

退職は除く）

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありま

せん。
同左 同左

権利行使期間
 平成17年9月1日～平成20年8

月31日

平成18年9月1日～平成21年8

月31日

 平成20年8月1日～平成23年7

月31日

(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15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － 115 －

付与 － － 230

失効 － － －

権利確定 － 115 －

未確定残 － － 230

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 120 － －

権利確定 － 115 －

権利行使 60 － －

失効 － － －

未行使残 60 115 －

②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 91,919 664,000 400,000

行使時平均株価　　　　　（円） 462,000 － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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当連結会計年度（自平成19年２月１日　至平成20年１月31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15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　17名 当社従業員　12名 当社従業員　36名

ストック・オプション数 普通株式　 250株 普通株式　 115株 普通株式　 230株

付与日 平成15年6月3日 平成16年6月22日 平成18年4月27日

権利確定条件

 権利行使時においても、当

社の取締役、監査役若しく

は従業員の地位にあること

（但し、任期満了及び定年

退職は除く）

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありま

せん。
同左 同左

権利行使期間
 平成17年9月1日～平成20年8

月31日

平成18年9月1日～平成21年8

月31日

 平成20年8月1日～平成23年7

月31日

(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15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － 230

付与 － － －

失効 － － 15

権利確定 － － －

未確定残 － － 215

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 60 115 －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － 10 －

未行使残 60 105 －

②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 91,919 664,000 400,000

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20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 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  

繰延税金資産   

未払事業税否認 11,135 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 991  

　繰延税金資産合計 23,997  

繰延税金負債   

その他 △1,081  

繰延税金負債合計 △1,081  

繰延税金資産の純額 22,915  

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。

平成20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  

 当連結会計年度

（平成20年１月31日）

流動資産－繰延税金資産 11,135 千円

固定資産－繰延税金資産 11,779  

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 0.3  

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  

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 0.8  

還付事業税 △2.9  

その他 0.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.3  
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（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。

㈱エプコ（2311）平成 20 年１月期決算短信

－ 26 －



当連結会計年度（自平成19年２月１日　至平成20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 1,599,681 296,949 1,896,630 － 1,896,630

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － －

計 1,599,681 296,949 1,896,630 － 1,896,630

営業費用 1,062,382 240,910 1,303,293 126,801 1,430,095

営業利益 537,298 56,038 593,337 (126,801) 466,535

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出
     

資産 399,080 97,487 496,568 1,354,276 1,850,844

減価償却費 37,947 845 38,793 1,567 40,360

資本的支出 104,790 1,128 105,919 2,483 108,402

（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　126,801千円であり、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1,354,276千円であり、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18年２月１日　至平成19年１月31日）及び当連結会計年度（自平成19年２月１日　至

平成20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。

  当連結会計年度（自平成19年2月1日　至平成20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。

㈱エプコ（2311）平成 20 年１月期決算短信

－ 27 －



（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年２月１

日　至　平成20年１月31日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

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

１株当たり純資産額         73,413円84銭

１株当たり当期純利益         12,135円66銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
       12,115円65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18年２月１日
至　平成19年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 373,977 279,205

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） 373,977 279,205

期中平均株式数（株） 23,235 23,007

   

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） 102 38

（うち新株予約権） 102 38

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　105個）

（重要な後発事象）

 前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年２月１日　

至　平成20年１月31日）

 該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第17期

（平成19年１月31日）
第18期

（平成20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   1,316,933   1,166,570  

２．受取手形   32,880   13,056  

３．売掛金   282,815   291,772  

４．信託受益権   10,620   15,886  

５．前払費用   4,739   5,061  

６．繰延税金資産   17,112   11,135  

７．その他   2,307   2,102  

貸倒引当金   △1,894   △1,828  

流動資産合計   1,665,514 87.8  1,503,755 84.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

（１）建物  29,718   29,718   

減価償却累計額  21,496 8,221  22,679 7,038  

（２）構築物  1,097   1,097   

減価償却累計額  1,042 54  1,042 54  

（３）車両運搬具  690   －   

減価償却累計額  613 76  － －  

（４）工具器具備品  100,448   113,123   

減価償却累計額  56,016 44,431  67,839 45,283  

（５）貸与資産  28,730   43,141   

減価償却累計額  13,054 15,675  19,801 23,339  

（６）土地   34,917   34,917  

有形固定資産合計   103,377 5.5  110,634 6.2
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第17期

（平成19年１月31日）
第18期

（平成20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
（％）

２．無形固定資産        

（１）ソフトウエア   10,842   20,889  

（２）電話加入権   305   305  

（３）貸与資産   －   34,994  

無形固定資産合計   11,148 0.6  56,190 3.1

３．投資その他の資産        

（１）関係会社株式   10,000   10,000  

（２）関係会社出資金   64,206   64,206  

（３）繰延税金資産   10,734   11,779  

（４）敷金・保証金   31,555   32,361  

投資その他の資産合計   116,495 6.1  118,347 6.6

固定資産合計   231,021 12.2  285,172 15.9

資産合計   1,896,536 100.0  1,788,928 100.0
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第17期

（平成19年１月31日）
第18期

（平成20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   29,848   29,106  

２．未払金   30,455   19,634  

３．未払費用   14,373   16,316  

４．未払法人税等   173,479   82,655  

５．未払消費税等   27,911   10,374  

６．前受金   4,305   6,370  

７．預り金   1,522   2,580  

８．その他   942   946  

流動負債合計   282,838 14.9  167,983 9.4

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 0.9  16,746 0.9

負債合計   299,585 15.8  184,730 10.3

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   87,232 4.6  87,232 4.9

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  118,032   118,032   

資本剰余金合計   118,032 6.2  118,032 6.6

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

特別償却準備金  1,555   1,231   

繰越利益剰余金  1,390,131   1,537,470   

利益剰余金合計   1,391,686 73.4  1,538,701 86.0

４．自己株式   － －  △139,768 △7.8

株主資本合計   1,596,951 84.2  1,604,197 89.7

純資産合計   1,596,951 84.2  1,604,197 89.7

負債純資産合計   1,896,536 100.0  1,788,928 100.0
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(2）損益計算書

  
第17期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第18期
（自　平成19年２月１日
至　平成20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．完成業務高  1,795,617   1,742,639   

２．加工情報提供料  137,818 1,933,436 100.0 129,970 1,872,610 100.0

Ⅱ　売上原価        

完成業務原価 ※２  957,592 49.5  1,010,481 54.0

売上総利益   975,844 50.5  862,128 46.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  355,811 18.4  384,143 20.5

営業利益   620,033 32.1  477,985 25.5

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  32   583   

２．受取家賃  840   840   

３．貸与資産使用料  4,060   4,060   

４．仕入割引  1,843   1,738   

５．雇用助成金  1,336   3,694   

６．その他  732 8,845 0.4 1,286 12,204 0.7

Ⅴ　営業外費用        

１．売上割引  5,602   5,444   

２．貸与資産償却費  4,408   9,620   

３．その他  － 10,011 0.5 1,269 16,334 0.9

経常利益   618,867 32.0  473,855 25.3

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  － － － 65 65 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．減損損失 ※３ 11,654   －   

２．固定資産除却損  － 11,654 0.6 175 175 0.0

税引前当期純利益   607,212 31.4  473,745 25.3

法人税、住民税及び
事業税

 272,000   206,000   

還付事業税  △12,442   △23,206   

法人税等調整額  △11,523 248,033 12.8 4,931 187,725 10.0

当期純利益   359,179 18.6  286,020 15.3
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業務原価明細書

  
第17期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第18期
（自　平成19年２月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　労務費  461,035 48.1 573,506 56.8

Ⅱ　経費 ※ 496,557 51.9 436,974 43.2

当期総業務費用  957,592 100.0 1,010,481 100.0

当期完成業務原価  957,592  1,010,481  

      

　（注）※主な内訳は次のとおりであります。

項　目 第17期 第18期

外注加工費（千円） 411,690 350,506
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(3）株主資本等変動計算書

第17期（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

純資産
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金 

平成18年1月31日　残高
（千円）

84,474 115,274 115,274 － 1,137,042 1,137,042 1,336,792 1,336,792

事業年度中の変動額

新株の発行 2,757 2,757 2,757    5,515 5,515

特別償却準備金の積立    1,555 △1,555 － － －

剰余金の配当     △104,535 △104,535 △104,535 △104,535

当期純利益     359,179 359,179 359,179 359,179

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,757 2,757 2,757 1,555 253,088 254,644 260,159 260,159

平成19年1月31日　残高
（千円）

87,232 118,032 118,032 1,555 1,390,131 1,391,686 1,596,951 1,596,951

第18期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

株主資本  

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 自己株式
株主資本
合計

純資産
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金 

平成19年1月31日　残高（千円） 87,232 118,032 118,032 1,555 1,390,131 1,391,686 － 1,596,951 1,596,951

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △139,006 △139,006  △139,006 △139,006

特別償却準備金の取崩 △324 324 － － －

当期純利益     286,020 286,020  286,020 286,020

自己株式の取得       △139,768 △139,768 △139,768

事業年度中の変動額合計（千円） － － － △324 147,338 147,014 △139,768 7,246 7,246

平成20年1月31日　残高（千円） 87,232 118,032 118,032 1,231 1,537,470 1,538,701 △139,768 1,604,197 1,604,197
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重要な会計方針

項目
第17期

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第18期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

　　総平均法に基づく原価法

子会社株式

同　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)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。

(1)有形固定資産

貸与資産については定額法で、その他

の有形固定資産については以下のとおり

であります。

 　①平成19年3月31日以前に取得したもの

 　　旧定率法

 　②平成19年4月1日以降に取得したもの

 　　定率法

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。

(2)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

(2)無形固定資産

 　①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

 　②貸与資産

 定額法（5年）

３．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)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。

(2)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。　

 

 

４．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

 

 

(1）消費税等の会計処理

同　左
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会計処理方法の変更

第17期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第18期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１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。

　これにより税引前当期純利益は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、改正後の財務諸表等

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)

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準第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、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。

  ───────

  

  ───────  （固定資産の減価償却の方法）

　当事業年度より、法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年3月30日法律第6号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令　平成19年3月31日政令第

38号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に規定する減価償却方

法により減価償却費を計上しております。

　これにより従来の方法によった場合と比べて、売上総利

益、営業利益はそれぞれ1,245千円、経常利益、税引前当期

純利益はそれぞれ216千円少なく計上されております。

  

表示方法の変更

第17期
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

第18期
（自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日）

 ─────── （貸借対照表）

　無形固定資産の「貸与資産」は、前期まで有形固定資産

の「貸与資産」に含めて表示しておりましたが、金額的重

要性が増したため、当期より無形固定資産に区分掲記して

おります。

　なお、前期における無形固定資産の「貸与資産」の金額

は、476千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第17期
（平成19年１月31日）

第18期
（平成20年１月31日）

 ───────  ───────

（損益計算書関係）

第17期
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

第18期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は21％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は79％でありま

す。

　主要な費目およ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23％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は77％でありま

す。

　主要な費目および金額は次のとおりであります。

役員報酬       64,630千円

給料手当       86,015

旅費交通費       44,516

減価償却費      1,527

事務用品費       26,799

貸倒引当金繰入額       442

顧問料   18,313

販売促進費       19,878

役員報酬        65,400千円

給料手当       89,623

旅費交通費  52,430

減価償却費         1,221

事務用品費 24,471

通信費 24,186

販売促進費 20,682

             

※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

※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

     104,056千円

※３. 当事業年度において、当社は、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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（株主資本等変動計算書関係）

第17期（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。

 

第18期（自平成19年２月１日　至平成20年１月31日）

 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）

普通株式 － 531 － 531

合計 － 531 － 531

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、平成19年4月24日の取締役会決議において設定した自己株式の取得

枠の範囲内で実施した267株と、平成19年7月12日の取締役会決議において設定した自己株式の取得枠の範

囲内で実施した100株と、平成19年10月11日の取締役会決議において設定した自己株式の取得枠の範囲内で

実施した164株によるものです。

 

（リース取引関係）

第17期（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）及び第18期（自平成19年２月１日　至平成20年１月31日）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

　第17期（平成19年１月31日）及び第18期（平成20年１月31日）のいずれにおいても子会社株式で時価のあるもの

はありません。

（税効果会計関係）

第17期
（平成19年１月31日）

第18期
（平成20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 17,112 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 29,200  

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 27,846  

繰延税金資産   

未払事業税否認 11,135 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 991  

繰延税金資産合計 23,997  

繰延税金負債   

その他 △1,081  

繰延税金負債合計 △1,081  

繰延税金資産の純額 22,915  

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 0.3  

還付事業税 △2.0  

その他 0.6  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.8  

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 0.8  

還付事業税 △2.8  

その他 △0.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.6  
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（１株当たり情報）

第17期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

第18期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額       68,568円12銭

１株当たり当期純利益       15,458円54銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
      15,390円98銭

１株当たり純資産額       70,486円30銭

１株当たり当期純利益       12,431円88銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
      12,411円38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。

 
第17期

(自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日)

第18期
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 359,179 286,020

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） 359,179 286,020

期中平均株式数（株） 23,235 23,007

   

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） 102 38

（うち新株予約権） 102 38

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  105個）

（重要な後発事象）

 　　第17期（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）及び第18期（自平成19年２月１日　至平成20年１月31日）

　　 該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

 該当事項はありません。

 

(2）販売の状況

 

 【販売実績（連結）】

 （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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20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 1,249,131 63.8 1,233,226 65.0

建築設備に関するコンサルティング 87,075 4.4 78,720 4.2

部材加工情報の提供 137,818 7.0 129,970 6.9

カスタマーセンター 91,815 4.7 157,763 8.3

小計 1,565,841 80.0 1,599,681 84.3

建築設備申請

監理事業
官公庁申請監理業務の受託 391,927 20.0 296,949 15.7

合計 1,957,769 100.0 1,896,630 100.0

 （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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(3）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18年２月１日
至　平成19年１月31日

当連結会計年度
自　平成19年２月１日
至　平成20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 24,979 43.6 +12.0　 22,927 46.7 △8.2 

Ｂ　設計 32,348 56.4 +1.7　 26,217 53.3 △19.0 

合計 57,327 100.0 +6.0　 49,144 100.0 △14.3 

　（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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