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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 3,470 △18.1 84 16.0 92 14.3 159 251.6

19年３月期 4,238 11.5 73 270.0 80 215.0 45 178.7

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３月期 14 80 － － 17.7 5.8 2.4

19年３月期 4 21 － － 5.6 4.5 1.7

（参考）持分法投資損益 20年３月期 1百万円 19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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 1,501 979 65.2 90 86

19年３月期 1,678 827 49.3 76 68

（参考）自己資本 20年３月期 979 百万円 19年３月期 827 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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 877 △25 △0 1,071

19年３月期 15 △18 △100 218

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
純資産
配当率（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３月期 － － － － － － － － 0 00 0 0.0 0.0

20年３月期 － － － － － － － － 0 00 0 0.0 0.0

21年３月期（予想） － － － － － － － － 0 00 － 0.0 －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期期増減率）

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

第２四半期累計期間 575 △71.2 10 △64.5 10 △69.8 5 △76.3 0 46

通　期 1,200 △65.4 38 △55.2 38 △58.7 20 △87.5 1 85
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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

（注）詳細は、14ページ「重要な会計方針」（会計方針の変更）をご覧ください。

(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） 20年３月期 10,796,000株 19年３月期 10,796,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 10,856株 19年３月期 9,180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、24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、当社が現時点において入手可能な情報、不確実な要因に係る仮定等前提とした判断に

よるものであります。実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合がありますので、この業

績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 （当期の経営成績）

　当事業年度におけるわが国経済は、前半こそ企業収益の改善や設備投資の増加を背景に、緩やかな景気回復基調を

維持しておりましたが、後半には、米国サブプライムローン問題に端を発した世界の金融資本市場の混乱や、それに

伴う米国景気後退懸念の台頭、さらには原油や鋼材をはじめとする原材料価格の高騰に伴う企業収益の圧迫や製品価

格・サービス価格への転嫁による物価上昇等が重なり、これまで堅調に推移してきた企業業績や個人消費にかげりが

見え始め、景気は次第に先行き不透明感を強めながら推移いたしました。

　このような状況下、当社は、需要拡大が見込まれる駐車場運営管理業務、ビル管理業務の強化を図るとともに、新

規事業であるリニューアル事業の業務開始準備ならびに受注活動に注力してまいりました。

　また、エクステリア事業につきましては、平成20年１月１日に協栄ジェネックス株式会社へ譲渡いたしました。

　以上の結果、当事業年度の売上高は3,470,858千円（前年同期比18.1％減），経常利益92,102千円（前年同期比

14.3％増）となりました。また本社移転に伴う立退受取補償金ほか特別利益217,675千円、エクステリア事業の譲渡に

伴う割増退職金ほか特別損失29,362千円を計上した結果、当期純利益は159,644千円（前年同期比251.6％増）となり

ました。

　各事業区分における業績の概況は次のとおりであります。

 (単位：千円）

売　　上　　高 営　業　利　益 

前期 当期 前期比 前期 当期  増減額

エクステリア事業 3,365,331 2,392,078 71.1  ％ 5,193 △48,481 △53,674

エンタープライズ事業 873,498 1,078,779 123.5  ％ 67,911 133,264 65,353

合計 4,238,829 3,470,858 81.9  ％ 73,104 84,783 11,678

①エクステリア事業

　当社のエクステリア事業の業績に大きな影響を及ぼす住宅産業におきましては、昨今の耐震強度偽装問題を受けて

平成19年６月に改正建築基準法が施行され、審査基準が厳しくなり、建築確認の手続きが大幅に遅れたことにより新

設住宅着工戸数が大きく落ち込みました。それに伴い住宅設備関連、家具・インテリア関連、エクステリア関連等の

住宅周辺産業はたいへん厳しい事業環境におかれております。このような状況下、当社は関東を中心に地域ごとの顧

客ニーズを的確に捉えた営業政策を推進いたしましたが、事業環境の悪化及び事業譲渡の影響等により、当事業にお

ける売上高は2,392,078千円、営業損失48,481千円となりました。

②エンタープライズ事業

　エンタープライズ事業の主な事業内容は、駐車場運営管理業務、オフィスビルや住宅のリニューアル工事及び管理

業務、保険代理業務等であります。

　前期と比較し、売上高、営業利益ともに伸長しておりますが、その主な要因は、駐車場運営管理業務の拡大による

ものであります。当社は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に加え、新

規のビル建設着工までの間の土地有効活用策としての駐車場経営を提案し、受託してまいりました。

　この結果、当事業における売上高は1,078,779千円、営業利益は133,264千円となりました。
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（次期の見通し）

　次期の見通しにつきましては、引き続き米国の景気減速懸念や原油や鋼材をはじめとする原材料価格の高止まり等

による企業収益の悪化やそれに伴う設備投資意欲の減退が懸念されます。また個人所得の伸び悩みや物価上昇に伴う

消費低迷も懸念され、景気動向は予断を許さない状況が続くものと思われます。

　このような状況のもと、当社は経営体質の強化の一環として、平成20年１月にエクステリア事業を譲渡いたしまし

たが、次期は「事業構造改革元年」として位置づけ、安定的な収益基盤の確立への足固めとして、努力してまいる所

存であります。

　次期の業績の見通しにつきましては、駐車場運営管理業務におきましては、森トラスト株式会社から受託しており

ます駐車場の一部がビルの建設着工を開始し、竣工まで狭間期となるなどの要因により一時的に減収見通しとなりま

すが、これをカバーすべく、森トラスト株式会社の未受託駐車場の新規受託ならびに外部土地所有者等に対する駐車

場経営の提案活動を強化し、運営管理業務の受託領域拡大を目指してまいります。

　ビル管理業務等は堅調に推移すると思われます。

　リニューアル事業につきましては、より一層の工事受注活動への注力をしてまいりますが、次期に大型工事受注が

できる特定建設業許可の取得を目指しており、合わせて、安全安心な工事体制、品質向上管理、協力業者の選定・教

育等、工事受注監理体制整備を行っており、本格的に業績に寄与してくるのは下半期以降となる見通しであります。

　以上の結果、売上高1,200百万円（当事業年度比65.4％減）、営業利益38百万円（当事業年度比55.2％減）、経常利

益38百万円（当事業年度比58.7％減）、当期純利益20百万円（当事業年度比87.5％減）を見込んでおります。

　なお、当事業年度の業績と次期の業績見通しを比較すると差異が生じておりますが、その主な要因は当事業年度に

おいてエクステリア事業の譲渡ならびに本社移転に伴う立退補償金の受領等の特殊要因があったことによるものです。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況 　　

　当事業年度末における財政状態は、前事業年度末と比較して総資産は176,046千円の減少、負債は328,830千円の

減少、純資産は152,783千円の増加となりました。

　総資産の主な変動内訳は、現金及び預金852,299千円増加、受取手形94,716千円減少、売掛金587,933千円減少、

商品103,526千円減少、有形固定資産46,326千円減少、差入保証金196,413千円減少であります。

　負債の主な変動内訳は支払手形7,380千円減少、買掛金368,677千円減少、未払金23,567千円減少、預り金14,812

千円減少、賞与引当金7,180千円減少、預り保証金14,164千円減少、退職給付引当金14,847千円減少、工事未払金

61,038千円増加、未払法人税等67,219千円増加であります。

　また、純資産の主な増加要因は、当期純利益159,644千円によるものであります。

　以上の結果、自己資本比率は65.2％、１株当たり純資産額は90円86銭となりました。

　　なお、エクステリア事業の譲渡に伴い減少した会社の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

商品 26,752千円  買掛金 256,370  千円

未成工事支出金 9,662 未払金 10,805

未収入金 893 預り保証金 17,733

建物 34,753 負債合計 284,909

構築物 2,972

車両運搬具 2,164

工具器具備品 1,899

ソフトウェア 470

差入保証金 205,340

資産合計 284,909

②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度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852,299千円（前年同

期比389.6％増）増加し、当事業年度末には1,071,071千円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況は以

下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、877,931千円（前年同期は15,186千円の獲得）となりました。

収入の主な内訳は、税引前当期純利益280,415千円、売上債権の減少額660,482千円、たな卸資産の減少額68,181千

円であり、主な支出の内訳は、仕入債務の減少額58,647千円、法人税等の支払額53,551千円であります。

なお、税引前当期純利益には、受取補償金200,000千円が含まれております。

（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、25,412千円（前年同期は18,944千円の使用）となりました。

この主な内訳は、関係会社株式の取得による支出10,000千円、保証金の差入による支出22,958千円、保証金の解約

等による収入13,676千円、有形固定資産の取得による支出5,283千円であります。

（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、219千円（前年同期は100,056千円の使用）となりました。

これは自己株式の取得によるものであります。

 ③キャッシュ・フロー関連指標の推移

  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月

自己資本比率 （％） 43.6 41.7 49.3 65.2

時価ベースの自己資本比率 （％） 74.0 94.2 93.2 61.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （年） － 2.0 13.2 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） － 40.9 3.9 261.4

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・フローを使用しております。

(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。

(注４)利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、早期に繰越欠損金を一掃し、安定的な利益成長を目指すとともに、業績に応じた株主への利益還元を行う

ことを経営の重要施策のひとつとして位置づけております。

　利益配分につきましては、経営の合理化・効率化を推進し、財務体質と経営基盤を強化しながら、今後の積極的な

事業展開に備えるため、内部留保の充実を図るなど、総合的に勘案して決定してまいります。

　なお、当期の期末配当金は、業績動向や財務状況等を総合的に判断した結果、誠に遺憾ではありますが、見送らせ

て頂きました。また、次期の配当金につきましても同様に見送らせて頂く予定であります。

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のあると思われる事項には、以下のようなものがあり

ます。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

 ①新規事業展開について

　当社は、新たにオフィスビルや住宅など建築物の機能改善ならびに資産価値を高めるためのリニューアル工事を業

務として行う「リニューアル事業」を開始致しました。早期収益貢献を目指し、効率的な事業モデルの構築を急いで

おりますが、工事受注監理体制整備や顧客開拓といった課題に取り組んでいる最中であり、これらが順調に解決でき

ない場合は、当該事業の展開速度が遅れ、当社の業績に影響をもたらす可能性があります。

 ②特定法人への依存について

　当社の親会社は森トラスト株式会社でありますが、同社及び同社グループ各社より駐車場運営管理業務、オフィス

ビルの内装工事業務、ビル管理業務、損害保険契約等の収益性の高い業務を請負っており、安定的な収益基盤の確保

に寄与しております。今後、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、当社の業績に影響をもたらす

可能性があります。
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２．企業集団の状況

　当社は、オフィスビルや住宅のリニューアル工事ならびに駐車場運営管理事業を主たる業務とし、ほかに損害保険・

生命保険の代理店業、不意動産仲介業等を行っております。

　また、従来主たる業務でありましたエクステリア事業につきましては、平成20年１月１日に協栄ジェネックス株式会

社へ事業譲渡しております。

　なお、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づけは、次のとおりであります。

　ビル、住宅のリニューアル工事 　森トラスト株式会社が所有しておりますビルや住宅のリニューアル工事を請

負っております。

　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の建築の請負い

及び設計施工管理をしております。

　駐車場、不動産の運営管理等 　森トラスト株式会社が所有しております駐車場、不動産の運営管理を受託し

ております。

　　なお、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。

 

・ビル、住宅のリニューアル工事 

・建築及び設計施行管理 

・駐車場、不動産の運営管理等 

・ビル、住宅のリニューアル工事 

・月極及び時間貸駐車場の提供 

・損害保険、生命保険の販売（代理） 

・不動産仲介 

・都市開発及び不動産の所有、賃貸、管理等 

株式保有 

53.22 ％ 

株式保有 

20.00 ％ 

・エクステリア資材、ブロック、配管材の販売 

ならびに建築工事の設計施工 

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 

（関係会社）協栄ジェネックス株式会社 

エクステリア商品の販売業者及び工事業者 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、オフィスビルや住宅の設備管理、内装工事、リニューアル工事、駐車場運営管理等について、常に時代の

変化に即応し、多種多様なニーズにお応えし、快適な都市環境・オフィス空間ならびに生活環境を提供するトータル

コーディネイター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％以上の確保を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、経営体質の強化と事業構造の改革を検討してまいりましたが、今般その一環として、当社のエクステリア

事業を、同業者である協和陶管株式会社、丸栄工業株式会社とともに共同で合弁会社(協栄ジェネックス株式会社）を

設立し、同社へ平成20年１月１日をもって事業譲渡致しました。

　一方、将来市場の拡大が予想されるオフィスビル等の建築物の機能改善ならびに資産価値を高めるためのリニュー

アル工事を業務として行う「リニューアル事業」を新規事業として開始致しました。このリニューアル事業を早期に

軌道に乗せるため、当社の株主でもあり、また既に同事業において実績のある戸田建設株式会社と業務提携をし、協

働で事業を推進してまいります。

　また、駐車場運営管理事業につきましては、森トラストグループが保有する事業用ビルに設置されている駐車場に

加え、外部土地所有者等に対する駐車場経営の提案活動を強化し、運営管理業務の受託領域拡大を図り、安定的な収

益基盤となるよう強化してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　新規事業であるリニューアル事業において、大型工事受注ができる特定建設業許可の取得を目指しており、合わせ

て、安全安心な工事体制、品質向上管理、協力業者の選定・教育等、工事受注監理体制整備と早期収益化の実現が、

当社にとりまして当面の課題であります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、平成19年３月期の有価証券報告書及び平成19年11月６日提出の有価証券報告書の訂正報

告書のコーポレート・ガバナンスの状況に記載しております。

　また、当社は「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」について、適時開示規則第10条の第

３項に基づく報告書「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しておりますのでご参照ください。

(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．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 218,772 1,071,071 852,299

２．受取手形 ※３ 271,895 177,178 △94,716

３．売掛金 ※２ 601,756 13,823 △587,933

４．完成工事未収入金 ※２ 118,726 140,893 22,167

５．商品 103,526 － △103,526

６．未成工事支出金 6,286 180 △6,106

７．前払費用 ※２ 24,897 1,157 △23,739

８．未収入金 6,276 1,533 △4,743

９．その他 1,218 7,036 5,817

貸倒引当金 △21,438 △4,660 16,778

流動資産合計 1,331,917 79.4 1,408,214 93.8 76,297

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 114,772 4,241

減価償却累計額 75,058 39,713 2,471 1,769 △37,944

２．構築物 28,874 －

減価償却累計額 24,096 4,778 － － △4,778

３．車両運搬具 20,394 1,044

減価償却累計額 17,292 3,102 1,002 41 △3,060

４．工具器具備品 28,830 6,805

減価償却累計額 23,408 5,422 1,926 4,878 △543

５．土地 22,048 22,048 －

有形固定資産合計 75,065 4.5 28,739 1.9 △46,326

(2）無形固定資産

１．電話加入権 8,032 － △8,032

２．ソフトウェア 2,862 674 △2,188

無形固定資産合計 10,895 0.6 674 0.0 △10,221

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 31,709 22,327 △9,382

２．関係会社株式  － 10,000 10,000

３．差入保証金  ※２ 228,426 32,012 △196,413

４．更生債権等 31,607 30,709 △897

貸倒引当金 △31,607 △30,709 897

投資その他の資産合計 260,136 15.5 64,340 4.3 △195,795

固定資産合計 346,097 20.6 93,753 6.2 △252,343

資産合計 1,678,014 100.0 1,501,968 100.0 △176,046
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  ※３ 11,297 3,917 △7,380

２．買掛金  ※２ 400,624 31,947 △368,677

３．工事未払金 26,436 87,475 61,038

４．短期借入金  200,000 200,000 －

５．未払金 29,624 6,056 △23,567

６．未払費用 7,961 7,107 △853

７．未払法人税等 39,230 106,450 67,219

８．未払消費税等 11,013 14,321 3,307

９．預り金 37,939 23,127 △14,812

10．賞与引当金 19,805 12,624 △7,180

11．その他 8,265 3,296 △4,969

流動負債合計 792,198 47.2 496,323 33.1 △295,874

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 20,164 6,000 △14,164

２．繰延税金負債 3,943 － △3,943

３．退職給付引当金 34,534 19,686 △14,847

固定負債合計 58,642 3.5 25,687 1.7 △32,955

負債合計 850,840 50.7 522,010 34.8 △328,830

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 1,072,060 63.9  1,072,060 71.4 －

２．利益剰余金

　その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  △249,424 △89,780

利益剰余金合計  △249,424 △14.8 △89,780 △6.0 159,644

３．自己株式  △1,254 △0.1 △1,474 △0.1 △219

株主資本合計  821,380 49.0 980,805 65.3 159,424

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 △847 △0.1 △6,641

評価・換算差額等合計  5,793 0.3 △847 △0.1 △6,641

純資産合計  827,174 49.3 979,957 65.2 152,783

負債純資産合計  1,678,014 100.0 1,501,968 100.0 △176,046
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１

１．商品売上高 3,583,632 2,913,803

　２．完成工事高 655,197 4,238,829 100.0 557,054 3,470,858 100.0 △767,971

Ⅱ　売上原価

　１．商品売上原価

(1) 商品期首たな卸高 86,649 103,526

(2) 当期商品仕入高 2,920,180 2,250,691

合計 3,006,829 2,354,217

(3) 他勘定振替高  ※２ － 36,415

(4) 商品期末たな卸高 103,526 －

　　商品売上原価 2,903,303 2,317,802

２．完成工事原価 631,085 3,534,389 83.4 509,479 2,827,282 81.5 △707,106

売上総利益

　１．商品売上総利益 680,328 596,001

　２．完成工事総利益 24,111 704,440 16.6 47,574 643,575 18.5 △60,864

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３ 631,335 14.9 558,792 16.1 △72,543

営業利益 73,104 1.7 84,783 2.4 11,678

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 933 3,024

２．受取配当金 351 287

３．仕入割引 7,801 5,852

４．企業年金返戻金 3,174 2,917

５．雑収入 877 13,137 0.3 325 12,407 0.4 △730

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 4,023 3,359

２．売上割引 1,583 1,690

３．雑支出 81 5,689 0.1 38 5,087 0.1 △601

経常利益 80,553 1.9 92,102 2.7 11,549

Ⅵ　特別利益

貸倒引当金戻入  1,186 17,675

受取補償金  － 1,186 0.0 200,000 217,675 6.3 216,489

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※４ 286 3,446

２．商品評価損等  － 5,036

３．電話加入権評価損  － 8,032

４. 割増退職金  － 9,840

５．事務所移転費用 － 286 0.0 3,007 29,362 0.9 29,076

税引前当期純利益 81,452 1.9 280,415 8.1 198,962

法人税、住民税及び事
業税

36,041 0.9 120,771 3.5 84,729

当期純利益 45,410 1.0 159,644 4.6 114,233
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完成工事原価報告書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  109,372 17.3 94,885 18.6 △14,486

Ⅱ　外注加工費  437,489 69.3 379,543 74.5 △57,945

Ⅲ　経費  84,223 13.4 35,049 6.9 △49,174

　（うち人件費）  (47,212) (7.5) (33,983) (6.7) (△13,229)

　　当期完成工事原価  631,085 100 509,479 100 △121,606

　（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。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

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

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高 （千円） 1,072,060 △294,835 △1,198 776,025 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

事業年度中の変動額合計 （千円） － 45,410 △56 45,354 △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 5,793 827,174

 

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 株主資本
評価・換算

 差　額　等

純資産合計

資本金

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

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高  （千円） 1,072,060 △249,424 △1,254 821,380 5,793 827,174

事業年度中の変動額  

当期純利益  － 159,644 － 159,644 － 159,644

自己株式の取得  － － △219 △219 － △219

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

 － － － － △6,641 △6,641

事業年度中の変動額合計  （千円） － 159,644 △219 159,424 △6,641 152,783

平成20年３月31日　残高  （千円） 1,072,060 △89,780 △1,474 980,805 △847 979,957
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当事業年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

対前年比

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 81,452 280,415 198,962

減価償却費 9,239 6,373 △2,866

無形固定資産償却額 8,716 1,718 △6,997

商品評価損他 － 5,036 5,036

賞与引当金の増加額（減少額△） 8,407 △7,180 △15,587

退職給付引当金の増加額（減少額△） 1,162 △14,847 △16,010

貸倒引当金の増加額（減少額△） △14,084 △17,675 △3,591

受取利息及び受取配当金 △1,284 △3,312 △2,027

支払利息 4,023 3,359 △664

固定資産除却損 286 3,446 3,159

電話加入権評価損 － 8,032 8,032

受取補償金 － △200,000 △200,000

売上債権の減少額（増加額△） 129,519 660,482 530,962

たな卸資産の減少額（増加額△） △14,639 68,181 82,821

その他流動資産の減少額（増加額△） △6,652 22,668 29,321

仕入債務の増加額（減少額△） △85,922 △58,647 27,275

預り金の増加額（減少額△）  ※３ △123,874 △14,812 109,062

未払費用の増加額（減少額△） 885 △853 △1,738

その他流動負債の増加額（減少額△） 17,212 △14,423 △31,635

その他 6,493 3,568 △2,924

小計 20,941 731,530 710,589

利息及び配当金の受取額 1,117 3,312 2,195

補償金の受取額 － 200,000 200,000

利息の支払額 △3,873 △3,359 514

法人税等の支払額 △2,997 △53,551 △50,554

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,186 877,931 862,744

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出 － △10,000 △10,000

有形固定資産取得による支出 △2,791 △5,283 △2,492

保証金の差入れによる支出 △24,030 △22,958 1,072

保証金の解約等による収入 8,894 13,676 4,782

その他 △1,018 △847 170

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,944 △25,412 △6,467

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 － 100,000

その他 △56 △219 △163

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,056 △219 99,836

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△） △103,814 852,299 956,113

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 322,586 218,772 △103,814

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 218,772 1,071,071 852,299
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

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

工具器具備品　　　　　5～10年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、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

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　なお、この変更による損益に与える影

響は軽微であります。

(追加情報）

 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年3月31日以前に取得した有形固定

資産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。

　なお、この変更による損益に与える影

響は軽微であります。

 

(2）無形固定資産

 （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。

(2）無形固定資産

 （ソフトウェア）

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

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

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（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）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

　１　受取手形裏書譲渡高 63,967 千円 　１　受取手形裏書譲渡高 17,495 千円

※２　関係会社項目 ※２　関係会社項目

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。

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 5,098 千円

前払費用 14,576

差入保証金 11,488

買掛金 7,776

前払費用 1,065 千円

差入保証金 20,818

買掛金 19,950

※３　期末日満期手形の取扱い ※３　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

──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 77,429 千円 関係会社への売上高 147,374 千円

※２　　　　　　　　　────── ※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

事業譲渡資産 36,415 千円

※３　販売費及び一般管理費 ※３　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 113,953 千円

２．給料・手当 160,673

３．役員報酬 43,480

４．賞与引当金繰入額 19,805

５．地代家賃 68,125

６．減価償却費 17,956

１．発送配達費 86,202 千円

２．給料・手当 145,824

３．役員報酬 60,050

４．賞与引当金繰入額 8,697

５．法定福利費 29,273

６．地代家賃 54,772

７．支払手数料 32,759

８．減価償却費 8,092

販売費に属する費用の割合 79.3 ％

一般管理費に属する費用割合 20.7

販売費に属する費用の割合 70.1 ％

一般管理費に属する費用の割合 29.9

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　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

建物 582 千円

構築物 1,284

工具器具備品 1,579

　 　計 3,446
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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。 

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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） 9,180 1,676 － 10,856

合計 9,180 1,676 － 10,856

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,676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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 218,772 千円 

現金及び現金同等物 218,772

現金及び預金勘定 1,071,071 千円 

現金及び現金同等物 1,071,071

２　　　　　　　　　 ────── ２　当事業年度にエクステリア事業の譲渡に伴い減少し

た会社の資産及び負債の主な内訳

流動資産 37,308 千円 

固定資産 247,600

　資産合計 284,909

流動負債 267,176

固定負債 17,733

　負債合計 284,909

※３　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。

※３　　　　　　　　　──────

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 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。

 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、記載を省略

しております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成19年３月31日） 当事業年度（平成20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 18,937 28,673 9,736 7,145 10,551 3,406

(2）債券

国債・地方債等 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 18,937 28,673 9,736 7,145 10,551 3,406

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － 12,993 8,739 △4,254

(2）債券

国債・地方債等 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 12,993 8,739 △4,254

合計 18,937 28,673 9,736 20,139 19,291 △847

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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

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。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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。
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（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　　　　　　　　　　

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △91,539 △74,439

(2）年金資産（千円） 57,005 54,752

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △34,534 △19,686

(4）貸借対照表計上額純額（千円） △34,534 △19,686

(5）前払年金費用（千円） － －

(6）退職給付引当金（千円）(4)－(5) △34,534 △19,686

　（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　　　　　　　

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用

勤務費用（千円） 3,573 3,313

　（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

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度　　　　　
（平成19年３月31日）

当事業年度　　　　　
（平成20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

繰延税金資産

賞与引当金 8,021 千円

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

繰延税金資産

賞与引当金 5,112 千円 

貸倒引当金 8,974

退職給付引当金 7,972

未払事業税 7,003

未払費用 613

電話加入権評価損 3,253

その他有価証券評価差額金 343

繰延税金資産小計 33,274

評価性引当額 △33,274

繰延税金資産合計 －

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 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

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 1.7 ％

住民税均等割等 1.2

評価性引当金当期対応額 △2.2

その他 1.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1

（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ────── 関連会社に対する投資の金額 10,000 千円

持分法を適用した場合の投資の金額 11,228 千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,228 千円
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（関連当事者との取引）

前事業年度（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

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㈱
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

（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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

（1）親会社及び法人主要株主等

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㈱
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

53.56％

－

ビル・住

宅のリ

ニューア

ル工事、

建築及び

設計施工

管理、駐

車場・不

動産の運

営管理等

工事の請負 19,730  － －

管理の受託 40,601  － －

駐車場等賃借料 282,539 前払費用 1,065

差入保証金 20,818

買掛金 19,950

（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

市場価格を勘案して一般の取引と同様の取引条件によっております。

（2）子会社等

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

関連会社
協栄ジェネック

ス㈱

 東京都

 目黒区
50,000

エクステリア

商品の販売等

 (所有）

 直接

20.00％

兼任1名

エクステ

リア商品

の販売

事業の譲渡

譲渡資産合計 284,909  － －

譲渡負債合計 284,909  － －

商品の販売 87,043  － －

（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

　外部専門家により実施された対象事業に関する事業価値評価に関する意見を参考としたうえで、当社の算定し

た対価に基づき決定しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  １株当たり純資産額     　　　　　       76円68銭   １株当たり純資産額     　　　　　       90円86銭

  １株当たり当期純利益             　　　  4円21銭   １株当たり当期純利益             　　　 14円80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。

　（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。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益 （千円） 45,410 159,644

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） 45,410 159,644

期中平均株式数 （千株） 10,786 10,785
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．エクステリア事業の譲渡及び合弁会社設立

  当社は、平成19年５月25日開催の取締役会において、

当社との相互取引の大きい同業者である協和陶管株式会

社及び丸栄工業株式会社との間で、３社が有機的に結合

し３社の強みと規模のメリットを生かしこの厳しいエク

ステリア市場の環境を生き抜いて行くために、新会社を

設立し各社のエクステリア事業を新会社に譲渡する旨を

承認の上、平成19年５月28日覚書を締結致しました。

 （１）譲渡先（新会社）の名称等

①商号 協栄ジェネックス株式会社（仮称）

②主な事業内容 エクステリア資材・ブロック・配管

材の販売並びに建築工事の設計施工

③設立年月日 平成20年１月１日（予定）

④本店所在地 東京都目黒区下目黒三丁目７番16号

（予定）

⑤代表者 代表取締役社長 筒井 信博（予定）

⑥当社の持分比率 20%（予定）

──────

 （２）譲渡する事業の内容、規模

   　 エクステリア事業部門

　　  平成19年３月期売上高3,365百万円

 （３）譲渡価格及び支払方法

　　　譲渡財産の譲渡日における時価を基準とし、当事者

　　間で協議の上決定致します。

 

２．業務提携

　当社は、平成19年５月25日開催の取締役会において、

将来市場の拡大が予想されるリニューアル事業に新規進

出するにあたり、当社の株主でありリニューアル事業に

おいて実績のある戸田建設株式会社と業務提携する旨を

承認の上、平成19年５月28日業務提携契約を締結致しま

した。

 （１）戸田建設株式会社の概要

①商号 戸田建設株式会社

②所在地 東京都中央区京橋一丁目７番１号

③代表者の氏名 代表取締役社長　加藤　久郎

 （２）契約の内容

 　 　業務提携の具体的内容につきましては両社において

　　協議・検討してまいります。
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５．その他
(1）役員の異動

① 代表取締役の異動

 該当事項はありません。

② その他の役員の異動（平成20年６月25日付）

・新任取締役候補

取締役　　　福島　克彰　（現　戸田建設株式会社　本社建築本部　執行役員）

・新任補欠監査役候補

補欠監査役　鈴木　靖人　（現　ＭＴファシリティサービス株式会社　企画部長　兼　業務管理部長）

・退任予定取締役

高橋　宏一　（現　取締役会長）

(2）その他

当事業年度末における短期借入金200,000千円を平成20年４月30日に返済しております。これにより当社の有利子負

債はなくなりました。
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