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１．平成20年４月期の連結業績（平成19年５月１日～平成20年４月30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４月期 33,954 △6.3 1,897 △45.4 518 △77.5 253 △81.1

19年４月期 36,222 70.0 3,474 96.5 2,301 117.2 1,342 138.9

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年４月期 15 94 15 91 4.8 0.9 5.6

19年４月期 190 99 189 07 35.3 5.0 9.6

（参考）持分法投資損益 20年４月期 －百万円 19年４月期 －百万円

（注）平成19年５月１日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

(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４月期 65,693 5,266 8.0 331 25

19年４月期 53,122 5,305 10.0 667 34

（参考）自己資本 20年４月期 5,266百万円 19年４月期 5,305百万円

（注）平成19年５月１日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

(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４月期 △9,907 △7,362 14,990 1,477

19年４月期 △3,784 △6,779 10,043 3,756

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） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年４月期 7 50 7 50 15 00 110 7.9 3.0

20年４月期 12 50 － － 12 50 198 78.4 3.8

21年４月期（予想） 5 00 5 00 10 00 － 45.7 －

（注）平成19年５月１日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

３．平成21年４月期の連結業績予想（平成20年５月１日～平成21年４月30日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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２四半期連結累計期間 17,500 △0.7 740 △41.5 100 △83.9 58  3 65

通期 36,300 6.8 1,830 △3.5 600 15.9 348  21 89
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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

      

(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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、14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４月期 15,900,000株 19年４月期 7,950,000株

②　期末自己株式数 20年４月期 －株 19年４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、34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４月期の個別業績（平成19年５月１日～平成20年４月30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４月期 33,832 △6.1 1,871 △45.5 472 △79.1 226 △82.8

19年４月期 36,044 70.6 3,434 103.8 2,257 125.4 1,318 153.0

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４月期 14 27 14 23

19年４月期 187 57 185 68

（注）平成19年５月１日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

(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４月期 65,884 5,331 8.1 335 33

19年４月期 53,331 5,396 10.1 678 87

（参考）自己資本 20年４月期 5,331百万円 19年４月期 5,396百万円

（注）平成19年５月１日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

２．平成21年４月期の個別業績予想（平成20年５月１日～平成21年４月30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 17,400 △0.4 730 △41.0 91 △83.3 53 △81.7 3 33

通期 36,100 6.6 1,810 △2.4 582 35.1 338 49.6 21 23

 

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善、堅調な設備投資、個人消費の回復等により、緩やかな景

気拡大基調を維持しておりましたが、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱、原油価格の高騰などを

背景に景気の後退の懸念が高まってまいりました。

　当社グループが属する不動産業界におきましては、金融市場の混乱による世界的な信用収縮により、金融機関の不

動産業界に対する融資姿勢を慎重化させたことから影響を色濃く受け全体的に停滞状態に陥っております。

  このような事業環境のなかで、当社グループは、お客様が満足する安心安全で良質な商品の提供、きめ細かなアフ

ターサービスの実施、販売活動の強化等に全社一丸となって取組んでまいりましたが、４月に入り、特にマンション

販売事業におきまして、購入側で資金が付かない等の事態に見舞われ、その影響で販売決済の遅れ、販売価格の引き

下げが生じてまいりました。

　その結果、当連結会計年度における売上高は339億54百万円（前年同期比6.3％減）、経常利益は５億18百万円（前

年同期比77.5％減）、当期純利益は２億53百万円（前年同期比81.1％減）となりました。

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

[不動産販売事業] 

　不動産販売事業につきましては、マンションの１棟販売が予定していた物件の販売時期の遅れ、販売価格の引

き下げにより、売上高294億87百万円（前年同期比8.0％減）となりました。

　[請負工事事業]

　請負工事事業につきましては、マンション、注文住宅等の建築請負により、売上高19億９百万円（前年同期比

1.5％増）となりました。

  [不動産賃貸事業]

　不動産賃貸事業につきましては、高稼働率の維持及び新規取得物件の貢献もあり、賃料収入の総額は23億３百

万円（前年同期比22.1％増）となりました。

　[その他事業]

　その他事業につきましては、不動産管理、人材派遣・紹介、動物病院の運営等で構成されており、売上高２億

53百万円（前年同期比38.9％減）となりました。

 

　　次期の見通し

　次期の不動産市場につきましては、戸建住宅の購入マインド及びマンション１棟販売に関わる金融機関の融資

姿勢の早期回復は想定し難く、販売競争の激化により、土地、建築コストを価格に転嫁し難い厳しい事業環境が

続くと予想しております。不動産投資市場に関しましても、サブプライム問題の影響で市場の低迷が続くことも

予想されます。

　このような厳しい事業環境下、次期のセグメント別計画につきましては、①不動産販売事業（売上高317億円、

売上総利益24億50百万円）②請負工事事業（売上高15億円、売上総利益１億50百万円）③不動産賃貸事業（売上

高22億円、売上総利益13億円）④その他事業（売上高９億円、売上総利益１億円）を計画しております。

　売上構成比87％を占める①の不動産販売事業におけるマンション１棟販売につきましては、繰越在庫９棟（期

ズレ６棟を含みます。）、次期完成予定28棟、合計37棟のうち29棟の引渡しにより、239億円の売上を予定して

おります。また、戸建につきましては、繰越在庫97棟、次期完成予定160棟、合計257棟のうち180棟の引渡しに

より、78億円の売上を予定しております。

　販売・仕入の方針といたしましては、収益性の低い在庫の早期処分及び採算重視の新規事業用地の仕入を重点

方針として推進してまいります。

　経費につきましては、効率運用により販売費及び一般管理費を当期比２億10百万円の削減、有利子負債の削減

により支払利息を当期比１億70百万円の削減を図る予定であります。

　以上の結果、平成21年４月期の連結業績見通しにつきましては、売上高363億円、営業利益18億30百万円、経

常利益６億円、当期純利益３億48百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

　資産合計は、前連結会計年度末に比べて、125億70百万円増加し、656億93百万円となりました。これは主にた

な卸資産が77億２百万円増加したこと、賃貸用不動産の取得等による有形固定資産が63億37百万円増加した反面、

現金及び預金が16億47百万円減少したことによるものであります。

（負債の部）
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　負債合計は、前連結会計年度末に比べて、126億９百万円増加し、604億26百万円となりました。これは主に短

期借入金と長期借入金の合計が158億16百万円増加したことによるものであります。

（純資産の部）

　純資産は、前連結会計年度末に比べて、38百万円減少し、52億66百万円となりました。これは主にその他有価

証券評価差額金が33百万円減少したことによるものであります。

②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）

　営業活動の結果、使用した資金は99億７百万円（前年同期比61億22百万円支出増）となりました。これは主と

して、たな卸資産の増加額が78億22百万円、仕入債務の減少額が18億53百万円となり資金が流出したことによる

ものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は73億62百万円（前年同期比５億82百万円支出増）となりました。これは主と

して、定期預金の預け入れによる支出７億円、有形固定資産の取得による支出63億62百万円によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、得られた資金は149億90百万円（前年同期比49億47百万円増）となりました。これは主として、

長短借入金の収支の純額が158億16百万円、社債の償還による支出５億68百万円によるものであります。

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、22億78百万円減少の14億77百

万円となりました。

 

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。

 

 前連結会計年度 当連結会計年度

自己資本比率（％） 10.0 8.0

時価ベースの自己資本比率（％） 19.3 8.0

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － －

 

（注）1.指標の算出方法

 　　　 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

債務償還年数   ：   有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ   ：   営業キャッシュ・フロー／利払い

2.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

3.株式時価総額は、期末株価終値×発行済株式総数により計算しております。ただし、前連結会計年度末について

は、平成19年４月30日を基準日とする株式分割（１：２）を考慮しております。

4.営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは算出し

ておりません。

 

(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、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、継続的かつ安定的な配当を実施

することを基本とし、各期の業績や財務バランス等を総合的に勘案して利益配分を検討してまいります。

　このような基本方針のもと、平成20年４月期の配当につきましては、当期の業績が厳しい結果となりましたた

め、誠に遺憾ながらすでに実施済みの中間配当12円50銭のみの年間12円50銭としております。平成21年４月期の

配当につきましては、中間、期末配当ともに１株につき５円とし、年間10円を予定しております。

 

(4）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると

考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。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適切な対応に努める方

針でありますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に

検討した上で行なわれる必要があると考えております。なお、将来に関する事項につきましては、決算発表日現

在で判断したものであります。
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1.不動産販売事業について

①経済環境の変化

　当社グループの不動産販売事業は、戸建分譲、マンション分譲及びマンションの１棟販売であり、景気・金

利・地価の動向ならびに将来予測及び住宅税制等の影響を受けやすい傾向にあります。これらの諸要因の動向に

大きな変化があった場合は、住宅購入予定者及び不動産業者等の購入意欲を減退させる可能性があり、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。

 

②価格競争

　当社グループは、良質の住宅を安価で提供することを目標としておりますが、需給バランスの悪化による価格

競争の激化等で、販売が計画通り進まない場合は、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。

 

③用地仕入

　当社グループは、独自のネットワークに基づく十分な不動産情報と迅速な意思決定により、良質の土地仕入に

努めておりますが、今後、土地取得に係る競争激化や価格の高騰により、用地仕入が計画通り進まない場合は、

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外注先への依存

　当社グループは、戸建住宅及びマンションについて、コストの抑制と効率的な運営を狙いに、基本設計及び一

部の施工監理を除いて請負業者に外注委託しております。事業の拡大に伴い、新規の外注先確保に努めておりま

すが、今後、当社グループの選定基準に合致する外注先を十分に確保できなくなったり、外注先の経営が悪化し

た場合、または外注単価が上昇してコストが増加した場合、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。

 

⑤引渡時期による業績の変動

　不動産販売事業の売上は、顧客への物件引渡をもって計上されます。そのため、四半期毎に当社グループの業

績を見た場合、物件の竣工や引渡のタイミングにより売上高及び利益が変動するため、ある四半期の業績が必ず

しも他の四半期や年次の業績を示唆するものではありません。

　天災その他予想し得ない事態による建設工事の遅延等不測の事態により引渡時期が期末を越えて遅延した場合、

また、期末近くに竣工・引渡を計画している物件について、契約は順調に進んでいても顧客への引渡が次期にず

れ込む事態が生じた場合、当該期の当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥業績の下期偏重傾向

　戸建分譲住宅の契約率が高まるのは、一般的に例年２～３月となっております。当社グループにおいてもその

傾向がみられ、直近の連結会計年度においても売上高が下半期に偏重しております。当社としては、土地仕入、

建築施工、販売時期の年間平準化に努めておりますが、上記住宅需要の動向の影響を受けるため、今後も売上が

下半期に偏重する可能性があります。

 

⑦SPCの活用について

　平成20年４月30日現在において、当社が匿名組合契約により出資しているSPCは７社、当該SPCへの匿名組合出

資の合計額は８億72百万円、当該SPCが保有する信託受益権の合計額は191億64百万円であります。また、当該

SPCにおける信託受益権購入資金については、当社からの匿名組合出資の他、金融機関等からのノンリコースロー

ンにより調達しており、当社が出資している匿名組合出資の元金及び配当の支払順位は、ノンリコースローンの

元利金の支払順位に劣後しております。

　当社グループでは今後も物件の特性と市場の状況を見極めながら、SPCを活用した資産の流動化を行う方針で

あります。したがって、今後SPCに関する連結範囲が拡大され、従来非連結であったSPCが連結対象となった場合

には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

2.財政状態、経営成績について

　借入金への依存

　当社グループは、不動産事業に係る必要資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、事業拡大に伴

い、その残高も増加傾向にあり、平成20年４月30日現在、総資産に占める有利子負債の割合も80.3％と高くなっ

ております。機動的かつ安定的な資金調達に努めておりますが、今後、何らかの要因により当社が必要としてい

る資金調達に支障が生じた場合、または金利が上昇・高止まりした場合、事業計画の変更・支払利息の増加等に
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より、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。

 

3.法的規制等について

①法的規制

　当社は、土地の仕入から建築物の企画設計、施工、販売まで幅広く事業活動を行っており、宅地建物取引業法、

建設業法、建築士法、建築基準法、都市計画法、農地法、宅地造成等規制法、国土利用計画法、住宅品質確保促

進法、リサイクル法その他地方自治体の条例等により、法的規制を受けております。また、その他事業として、

人材派遣・紹介業、動物病院運営業、不動産管理業等があります。動物病院運営業は獣医師法、獣医療法、薬事

法等、不動産管理業はマンション管理法等、人材派遣・紹介業は労働者派遣法、職業安定法等、法的規制を受け

ております。当社グループは、全社員にコンプライアンスの徹底を図るなど法令遵守に努めておりますが、今後、

これらの規制を遵守できなかった場合には、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。

 

②区条例等によるマンション規制

　東京都の一部の自治体等において、一定面積以上の住宅設置を義務付けるなどマンションについて規制を行う

条例等が導入されております。当社では、これら条例等に沿って商品開発を行っており、現時点において直接の

影響がありませんが、今後さらに各自治体による規制強化が行われた場合は、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。

 

③住宅の瑕疵保証

　住宅供給者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、10年間の瑕疵担保保証が義務付けられてお

ります。当社は、財団法人住宅保証機構に登録しており、また、主力商品の木造３階建住宅については、ISO（国

際標準化機構）の9001：2000「品質マネジメントシステム」の認証を取得しており、品質の確保に万全を期する

とともに、販売後のクレーム等についてもアフターサービス担当を設置し、適切な対応に努めております。さら

にクレーム等の分析結果を基に材料、工法の改善等を行っております。しかしながら、販売件数の増加に伴い、

当社グループの品質管理に不備が生じた場合や当社グループの販売した住宅に重大な瑕疵があるとされた場合な

ど、当社の責任の有無や実際の瑕疵の有無にかかわらず、また根拠のない誤認であっても、当社グループの信用

ならびに業績・財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

株式会社Ｈｕｍａｎ２１（8937）平成 20 年４月期決算短信

－ 6 －



２．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社Ｈｕｍａｎ21）及び100％子会社である株式会社Ｈｕ

ｍａｎ管理（不動産管理事業）、株式会社Ｈｕｍａｎキャリアサービス（人材派遣・紹介業）の２社、計３社により

構成されており、不動産販売事業を主な事業としております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

（1）不動産販売事業

　不動産販売事業は、戸建住宅及び建築条件付宅地の分譲とマンションの１棟販売を主たる事業としております。

　当社の戸建分譲及び建築条件付宅地分譲事業は、東京都の城東・城北地区、神奈川県・千葉県の東京寄りエリ

アを中心に最寄駅から徒歩10分圏内、木造３階建を中心に、１プロジェクト平均８～10戸程度の開発分譲を行っ

ております。

　マンション事業はワンルームタイプの１棟売りに特化し、戸建及び建築条件付宅地分譲事業と同様のエリアで

駅近で利便性の高い物件を開発販売しております。

（2）請負工事事業

　請負工事事業は、金融機関等からの紹介・一般営業による、中高層集合住宅、店舗、オフィス等の建築請負及

び建築条件付宅地の分譲に伴う住宅の建築請負を行っております。

（3）不動産賃貸事業

　当社の不動産賃貸事業は、最寄駅から徒歩圏内の利便性の高い地域で、ワンルームマンションを中心とした中

高層住宅の賃貸を行っております。住居系の賃貸物件は景気に左右されにくく、空室補充が容易であり、安定し

た収入が見込めるものであります。

（4）その他事業

　当社グループは、不動産管理、人材派遣・紹介、動物病院の運営等を行っております。連結子会社である株式

会社Ｈｕｍａｎ管理は、不動産管理業務を、連結子会社である株式会社Ｈｕｍａｎキャリアサービスは、人材派

遣・紹介業務を行っております。

[事業系統図]

主たる事業の系統図は次のとおりであります。

 お 客 様 

連結子会社 
株式会社Human管理 

連結子会社 
株式会社Humanキャリアサービス 

株式会社Human21 

不動産販売事業 請負工事事業 不動産賃貸事業 その他事業 

人材派遣等 動物病院運営 不動産管理 

不動産管理委託 
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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、企業理念として「住宅産業とサービスを通じて、お客様とともに豊かな暮らしとヒューマンな

未来を創造し続けます」を掲げ、「顧客満足と取引先の発展、社員の働きがいをもって、社会に貢献する」「企画

力、技術力、行動力をもって、企業の成長を図り、株主利益に貢献する」ことを基本方針としております。

　今後もお客様、株主の皆様のご期待に応えるべく業務に邁進してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、収益性、成長性及び安定性の観点より、売上高経常利益率の向上を図ることを第一と考えてお

ります。

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　当社グループは不動産業のなかにあって、１つの事業に偏ることなく、「戸建分譲」「マンション１棟販売」

「不動産賃貸」の３つの事業をバランス良く組み合わせ、収益性、成長性及び安定性を高めていくことを基本戦略

としております。すなわち「戸建分譲」「マンション１棟販売」をフロービジネス、「不動産賃貸」をストックビ

ジネスと位置付け、事業環境が変化していくなかで常に安定的な成長を目指すものであります。

  中長期的な不動産マーケットの動向につきましては、当社の地盤としております首都圏への人口流入は今後も続

くものと予想されるうえ、住宅に対する需要は今後も底堅いと予想されます。一方、直近の傾向としましては、土

地価格と建築資材の上昇による住宅価格上昇に対し所得の増加は見られず、消費者物価の上昇と相まって住宅購入

の慎重姿勢はさらに強まることが予想されます。また、販売競争の激化により、土地、建築コストを価格に転嫁し

難い厳しい事業環境が続くと予想しております。

　当社グループといたしましては、業況の回復が遅いと想定される郊外での開発を縮小し、城東エリアを中心とし

た都内の開発に重点を置くとともに、千葉、埼玉、横浜の支店機能を本社に集中し、採算重視の仕入販売を進める

ことで、収益の改善を図ってまいります。さらに価格競争力の維持に向け、引き続き、原価の低減、経費の削減等

コストダウンに注力してまいります。

　また、住居を中心とした不動産賃貸事業につきましては、既存物件の高稼働の維持・管理の強化、収益性の改善

を目的とした物件の入替等を行い、収益の安定化を図ってまいります。

(4）内部管理体制の整備・運用状況

①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況

　当社は、各部門の業務執行が適切に実施されることを確保する牽制組織として、社長直轄の「内部監査室」を設

置しております。同室は、内部監査規程等に基づき監査計画書を作成し、各部門の業務が社内規程・諸取扱規程・

定款及び法令に従い、適正かつ有効に運用されているかを定期的に調査します。

　その結果を監査報告書として社長に報告するとともに適切な指導・改善勧告を行い、各部門はそれに基づき改善

策を検討・実施していきます。以上により、内部監査の実効性の確保に努めております。また、内部監査室は調査

報告書を監査役に報告し、必要な対策等を協議するなど協力体制を構築しております。

　当社の主要な業務執行につきましては「組織権限規程」及び「業務管理規程」により規定されております。「組

織権限規程」は「職務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」「関係会社管理規程」「内部監査規程」「情報管

理規程」「内部者取引防止規程」に分かれており、各部の権限と責任が明確化され、各部が適切かつ合理的に機能

するよう運営しております。

②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　最近１年間における内部管理体制の充実に向けた取組みといたしましては、引き続き、上記①の実施のほか、内

部統制システム確立に向け、統制環境の整備、内部統制文書化支援ツールの導入、また、反社会的勢力チェックシ

ステムの導入により、より具体的に内部管理体制の強化を図っております。特に反社会的勢力排除につきましては、

現取引先及び新規取引先すべてに反社会的勢力チェックを行って排除に万全を期しております。

　また、取締役会、経営会議、営業会議、各部門会議等において事業リスクを捕捉し、その低減に努めております。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。

株式会社Ｈｕｍａｎ２１（8937）平成 20 年４月期決算短信

－ 8 －



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４月30日）
当連結会計年度

（平成20年４月30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 ※１  4,023,437   2,375,743   

２．受取手形及び売掛金   768,737   434,173   

３．たな卸資産 ※１  26,424,808   34,127,400   

４．その他   959,237   1,147,831   

貸倒引当金   △25,901   △58,808   

流動資産合計   32,150,319 60.5  38,026,341 57.9 5,876,022

Ⅱ　固定資産         

１.有形固定資産         

（１）建物及び構築物 ※１ 8,264,103   12,203,775    

減価償却累計額  478,886 7,785,217  749,908 11,453,866   

（２）土地 ※１  11,729,207   14,396,460   

（３）その他  31,665   35,968    

減価償却累計額  15,989 15,676  18,661 17,306   

有形固定資産合計   19,530,101 36.8  25,867,634 39.4 6,337,532

２．無形固定資産 ※１  283,586   279,815   

無形固定資産合計   283,586 0.5  279,815 0.4 △3,771

３．投資その他の資産         

（１）投資有価証券 ※１  962,380   1,231,960   

（２）その他   197,751   290,321   

貸倒引当金   △1,357   △2,825   

投資その他の資産合計   1,158,773 2.2  1,519,456 2.3 360,683

固定資産合計   20,972,462 39.5  27,666,906 42.1 6,694,444

資産合計   53,122,781 100.0  65,693,247 100.0 12,570,466
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前連結会計年度

（平成19年４月30日）
当連結会計年度

（平成20年４月30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．支払手形及び買掛金 ※２  7,689,155   5,977,548   

２．短期借入金 ※１  6,535,850   8,388,462   

３．一年内償還予定の社債   270,000   170,000   

４．一年内返済予定の長期
借入金

※１  10,404,917   17,539,145   

５．未払法人税等   847,675   19,155   

６．賞与引当金   33,066   10,933   

７．役員賞与引当金   28,000   －   

８．その他   568,375   384,667   

流動負債合計   26,377,041 49.6  32,489,913 49.5 6,112,872

Ⅱ　固定負債         

１．社債   1,530,000   1,060,000   

２．長期借入金 ※１  18,762,785   25,592,128   

３．退職給付引当金   35,516   42,246   

４．役員退職慰労引当金   45,199   53,676   

５．その他   1,066,871   1,188,463   

固定負債合計   21,440,372 40.4  27,936,514 42.5 6,496,141

負債合計   47,817,413 90.0  60,426,428 92.0 12,609,014

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,436,445 2.7  1,436,445 2.2 －

２．資本剰余金   1,258,112 2.4  1,258,112 1.9 －

３．利益剰余金   2,571,818 4.8  2,566,955 3.9 △4,863

株主資本合計   5,266,376 9.9  5,261,513 8.0 △4,863

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  38,991 0.1  5,306 0.0 △33,685

評価・換算差額等合計   38,991 0.1  5,306 0.0 △33,685

純資産合計   5,305,368 10.0  5,266,819 8.0 △38,548

負債純資産合計   53,122,781 100.0  65,693,247 100.0 12,570,466
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30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   36,222,212 100.0  33,954,847 100.0 △2,267,364

Ⅱ　売上原価   30,527,266 84.3  29,667,693 87.4 △859,573

売上総利益   5,694,945 15.7  4,287,154 12.6 △1,407,791

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,220,496 6.1  2,389,656 7.0 169,159

営業利益   3,474,449 9.6  1,897,498 5.6 △1,576,950

Ⅳ　営業外収益         

１．受取配当金  －   10,307    

２．受取保険金  6,160   20,637    

３．匿名組合出資配当金  29,001   21,449    

４．労働保険料還付金  －   21,323    

５．その他  26,475 61,637 0.2 29,252 102,971 0.3 41,333

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,127,012   1,408,092    

２．その他  107,930 1,234,942 3.4 73,585 1,481,678 4.4 246,735

経常利益   2,301,144 6.4  518,791 1.5 △1,782,352

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  12,380 12,380 0.0 － － － △12,380

税金等調整前当期純利
益

  2,313,524 6.4  518,791 1.5 △1,794,732

法人税、住民税及び事
業税

 1,043,144   185,976    

法人税等調整額  △71,861 971,282 2.7 79,303 265,279 0.8 △706,002

当期純利益   1,342,242 3.7  253,511 0.7 △1,088,730
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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５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

平成18年４月30日　残高（千円） 500,000 321,667 1,408,576 2,230,244 72,831 2,303,076

連結会計年度中の変動額

新株の発行 936,445 936,445  1,872,890  1,872,890

剰余金の配当（注）   △102,000 △102,000  △102,000

剰余金の配当   △51,000 △51,000  △51,000

役員賞与（注）   △26,000 △26,000  △26,000

当期純利益   1,342,242 1,342,242  1,342,242

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    △33,840 △33,840

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

936,445 936,445 1,163,242 3,036,132 △33,840 3,002,291

平成19年４月30日　残高（千円） 1,436,445 1,258,112 2,571,818 5,266,376 38,991 5,305,368

（注） 平成18年７月21日定時株主総会決議に基づく利益処分によるものであります。

当連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

平成19年４月30日　残高（千円） 1,463,445 1,258,112 2,571,818 5,266,376 38,991 5,305,368

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △258,375 △258,375  △258,375

当期純利益   253,511 253,511  253,511

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    △33,685 △33,685

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

  △4,863 △4,863 △33,685 △38,548

平成20年４月30日　残高（千円） 1,436,445 1,258,112 2,566,955 5,261,513 5,306 5,266,819
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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５月１日
至　平成19年４月30日)

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30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     

税金等調整前当期純利益  2,313,524 518,791  

減価償却費  225,792 295,488  

支払利息  1,127,012 1,408,092  

売上債権の減少額（△増加額）  △85,072 334,564  

たな卸資産の増加額  △8,203,762 △7,822,054  

未収消費税等の減少額（△増加額）  △207,471 63,934  

前渡金の減少額  － 111,194  

仕入債務の増加額（△減少額）  2,597,825 △1,853,234  

長期預り保証金の増加額  138,207 143,547  

前受金の増加額（△減少額）  191,533 △154,935  

その他流動資産の増加額  △152,662 △27,863  

その他流動負債の増加額（△減少
額）

 29,600 △56,767  

その他  △33,875 △84,788  

小計  △2,059,348 △7,124,031 △5,064,683

利息の支払額  △1,116,917 △1,468,840  

法人税等の支払額  △634,637 △1,351,539  

その他  26,108 36,660  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,784,794 △9,907,752 △6,122,957

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  － △700,032  

有形固定資産の売却による収入  136,261 －  

有形固定資産の取得による支出  △6,313,827 △6,362,093  

投資有価証券の売却による収入  128,728 －  

投資有価証券の取得による支出  △646,862 △326,374  

その他  △83,628 26,308  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,779,327 △7,362,191 △582,863

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  18,433,000 23,511,462  

短期借入金の返済による支出  △19,309,150 △21,658,850  

長期借入れによる収入  26,525,000 31,141,700  

長期借入金の返済による支出  △16,985,194 △17,178,128  

株式の発行による収入  1,861,986 －  

社債の償還による支出  △320,000 △568,561  

配当金の支払額  △153,000 △256,647  

その他  △9,462 －  

財務活動によるキャッシュ・フロー  10,043,180 14,990,975 4,947,795

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △520,942 △2,278,968 △1,758,025

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,276,992 3,756,049 △520,942

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  3,756,049 1,477,081 △2,278,968
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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５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社は全て連結されております。

　当該連結子会社は、㈱Human管理と㈱

Humanキャリアサービスの２社であります。

　子会社は全て連結されております。

　当該連結子会社は、㈱Human管理と㈱

Humanキャリアサービスの２社であります。

（追加情報）

　開示対象特別目的会社の概要、開示対象

特別目的会社を利用した取引の概要及び開

示対象特別目的会社との取引金額等につい

ては、「開示対象特別目的会社関係」とし

て記載しております。

　なお、当連結会計年度より、「一定の特

別目的会社に係る開示に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第15号　平成19年

３月29日）を適用しております。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 　　時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

　　時価のないもの

同左

 ②たな卸資産

イ　販売用不動産、仕掛販売用不動産及

び未成工事支出金

個別法による原価法

②たな卸資産

イ　販売用不動産、仕掛販売用不動産及

び未成工事支出金

同左

 ロ　貯蔵品

最終仕入原価法

ロ　貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法

　但し、平成10年４月以降に取得した建

物（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。

①有形固定資産

　　定率法

　但し、平成10年４月以降に取得した建

物（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、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

連結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間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。これによ

る損益に与える影響は軽微であります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

　なお、セグメント情報に与える影響も

軽微であります。

 ②無形固定資産

自社利用のソフトウェア

　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

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

  株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

  　　　　―――――――

(4）重要な引当金の計上基

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

別に回収可能性を検討し、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備えるため、支

給見込額のうち当期に負担すべき金額を

計上しております。

②賞与引当金

同左

 ③役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当期に負担すべき金額を計

上しております。

(会計方針の変更)

　当連結会計年度より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号　平

成17年11月29日）を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益が、28,000千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

該当箇所に記載しております。

③役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当期に負担すべき金額を計

上しております。

　なお、当連結会計年度においては、計

上しておりません。

 ④退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期末

自己都合要支給額に基づき計上しており

ます（簡便法）。

④退職給付引当金

同左

 ⑤役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

⑤役員退職慰労引当金

同左

(5）重要なリース取引の処

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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。ただし、固定資産に係

わる控除対象外消費税等は投資その他の

資産の「その他」に計上し、５年間で均

等償却を行っております。

　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんについては、５年間の均等償却を

行っております。

同左

７．連結キャッシュ・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

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５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

（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5,305,368

千円であります。

　なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

　　　　　　　　　―――――――
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

（連結貸借対照表）

1.前連結会計年度まで区分掲記しておりました「連結調整

勘定」は、資産の総額の100分の１以下となったため、無

形固定資産の「その他」に含めて表示しております。なお、

当連結会計年度の「その他」に含まれている「連結調整勘

定」（のれん）は3,952千円であります。

　　　　　　　　　―――――――

2.前連結会計年度まで区分掲記しておりました固定負債の

「繰延税金負債」は、負債及び純資産の合計額の100分の

１以下となったため、固定負債の「その他」に含めて表示

しております。なお、当連結会計年度の「その他」に含ま

れている「繰延税金負債」は431,289千円であります。

 

 （連結損益計算書）

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「金利ス

ワップ評価益」は営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

す。なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「金利スワップ評価益」は2,918千円であります。

 （連結損益計算書）

  営業外収益の「受取配当金」は、前連結会計年度は「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の100

分の10を超えたため区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「その他」に含まれている「受取配当金」は

3,839千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

1.営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却

益」は、当連結会計年度において金額的重要性が乏しく

なったため、「その他」に含めて表示しております。なお、

当連結会計年度の「その他」に含まれている「固定資産売

却益」は△270千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

1.営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の減少額

（△増加額）」は、当連結会計年度において金額的重要性

が増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「その他流動資産の増加額」に含まれている「前渡金

の減少額（△増加額）」は△28,194千円であります。

2.営業活動によるキャッシュ・フローの「未収消費税等の

増加額」は、前連結会計年度は「その他流動資産の増加

額」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

たため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「その他流動資産の増加額」に含まれている「未収消費税

等の増加額」は△189,585千円であります。

2.投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預入

による支出」は、当連結会計年度において金額的重要性が

増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「その他」に含まれている「定期預金の預入による支

出」は△16千円であります。

3.営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増加

額」は、前連結会計年度は「その他流動負債の増加額（△

減少額）」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

が増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「その他流動負債の増加額（△減少額）」に含まれて

いる「前受金の増加額」は△176,419千円であります。

3.投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の

売却による収入」は、当連結会計年度において金額的重要

性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しており

ます。なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「有形固定資産の売却による収入」は757千円であります。

4.投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預入

による支出」は、当連結会計年度において金額的重要性が

乏しくなったため、「その他」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「定期

預金の預入による支出」は△16千円であります。

5.投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の

取得による支出」は、前連結会計年度は「その他」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区分

掲記しております。なお、前連結会計年度の「その他」に

含まれている「投資有価証券の取得による支出」は△

279,184千円であります。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

（固定資産の保有目的の変更）

　保有目的の変更により、建物から販売用不動産へ419,638

千円及び、土地から販売用不動産へ1,991,379千円振替え

ております。

（固定資産の保有目的の変更）

　保有目的の変更により、建物から販売用不動産ヘ243,122

千円、土地から販売用不動産へ202,516千円、販売用不動

産から建物へ341,388千円、販売用不動産から土地へ

223,713千円振替えております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年４月30日）

当連結会計年度
（平成20年４月30日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

預金 462,393 千円

販売用不動産 5,769,571

仕掛販売用不動産 11,526,687

建物 7,690,810

土地 11,729,207

借地権 278,513

投資有価証券 194,800

合計 37,651,984

預金 868,000 千円

販売用不動産 13,385,400

仕掛販売用不動産 18,361,095

建物 11,336,084

土地 14,381,874

借地権 278,513

投資有価証券 153,300

合計 58,764,268

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 6,385,850 千円

一年内返済予定の長期借入金 10,394,088

長期借入金 18,751,103

合計 35,531,041

短期借入金 8,388,462 千円

一年内返済予定の長期借入金 17,529,149

長期借入金 25,590,442

合計 51,508,055

※２．連結会計年度末日満期手形

　　　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。なお当連

結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に

含まれております。

支払手形 875,340 千円

※２．　　　　　　―――――――

 

　３．当社グループにおいて、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しており

ます。

当座貸越契約の総額 2,880,000 千円

借入実行残高 500,000

差引額 2,380,000

　３．当社グループにおいて、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約を締結しております。

当座貸越契約及び貸出コミット

メントの総額
3,180,000 千円

借入実行残高 2,209,962

差引額 970,037

株式会社Ｈｕｍａｎ２１（8937）平成 20 年４月期決算短信

－ 19 －



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30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。

広告宣伝費 269,960 千円

貸倒引当金繰入額 13,282

給与手当 522,450

賞与引当金繰入額 17,932

役員賞与引当金繰入額 28,000

退職給付費用 4,237

役員退職慰労引当金繰入額 7,840

租税公課 302,314

販売手数料 243,866 千円

貸倒引当金繰入額 34,474

給与手当 501,095

賞与引当金繰入額 6,093

退職給付費用 4,242

役員退職慰労引当金繰入額 8,477

租税公課 363,358

支払手数料 276,367

（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５月１日　至平成19年４月30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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注） 6,800 1,150 － 7,950

合計 6,800 1,150 － 7,950

（注）普通株式の発行済株式数の増加1,150千株は、公募増資による新株発行1,000千株及び第三者割当増資による新株

発行150千株によるものであります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．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７月21日

定時株主総会
普通株式 102,000 15.0 平成18年４月30日 平成18年７月21日

平成18年12月15日

取締役会
普通株式 51,000 7.5 平成18年10月31日 平成19年１月19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６月18日

取締役会
普通株式 59,625  利益剰余金 7.5 平成19年４月30日 平成19年７月30日
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当連結会計年度（自平成19年５月１日　至平成20年４月30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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注） 7,950 7,950 － 15,900

合計 7,950 7,950 － 15,900

（注）普通株式の発行済株式総数の増加7,950千株は、平成19年５月１日付で、１株を２株に株式分割したことによるも

のであります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．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６月18日

取締役会
普通株式 59,625 7.5 平成19年４月30日 平成19年７月30日

平成19年12月17日

取締役会
普通株式 198,750 12.5 平成19年10月31日 平成20年１月21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５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30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

（平成19年４月30日現在）

　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20年４月30日現在）

現金及び預金勘定 4,023,437千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △267,387

現金及び現金同等物 3,756,049

現金及び預金勘定 2,375,743千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △898,662

現金及び現金同等物 1,477,081
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

 
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 6,360 848 5,512

工具器具及び
備品

77,103 39,505 37,597

ソフトウェア 4,608 1,920 2,688

合計 88,071 42,273 45,797

 
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 6,360 2,120 4,240

工具器具及び
備品

84,777 55,892 28,885

ソフトウェア 19,710 6,365 13,344

合計 110,847 64,377 46,470

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　　　 同左

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 17,300千円

１年超       28,496千円

合計 45,797千円

１年内       18,193千円

１年超       28,276千円

合計       46,470千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

（注）　　　　　　　　 同左

③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料       15,579千円

減価償却費相当額 15,579千円

支払リース料       22,103千円

減価償却費相当額       22,103千円

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。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

２.オペレーティング・リース取引

 　未経過リース料

１年内 3,933千円

１年超 4,504千円

合計 8,438千円

２.オペレーティング・リース取引

 　未経過リース料

１年内      4,934千円

１年超      5,926千円

合計      10,860千円
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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

前連結会計年度
（平成19年４月30日）

当連結会計年度
（平成20年４月30日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 42,288 112,027 69,739 45,886 86,267 40,380

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 8,509 12,998 4,489 106,280 116,336 10,055

小計 50,797 125,026 74,228 152,167 202,603 50,436

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 110,677 104,343 △6,333 161,366 126,896 △34,469

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 134,164 132,010 △2,153 36,780 29,760 △7,019

小計 244,841 236,354 △8,486 198,146 156,657 △41,489

合計 295,638 361,380 65,741 350,313 359,260 8,947

2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度

（自　平成18年５月１日

至　平成19年４月30日）

当連結会計年度

（自　平成19年５月１日

至　平成20年４月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 売却額（千円） 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

129,000 12,380 － － － －

3.時価評価されていない主な有価証券

前連結会計年度
（平成19年４月30日）

当連結会計年度
（平成20年４月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　　　匿名組合出資金 601,000 872,700

合計 601,000 872,700
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

及び金利キャップ取引であります。

　　　　　　　　　―――――――

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、原則として将来の金利変動リス

クの回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利関連のデリバティブ取引は、市場金利の変動によ

るリスクを有しております。なお、取引相手先は高格付

を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほ

とんどないと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、経理部門

が決済担当者の承認を得て行っております。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　該当事項はありません。

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

　期末現在残高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年５月１日　至平成20年４月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　提出会社は、従業員退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。連結子会社については、退職

金制度を採用しておりません。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年４月30日）
当連結会計年度

（平成20年４月30日）

退職給付債務（千円） △35,516 △42,246

退職給付引当金（千円） △35,516 △42,246

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

勤務費用（千円） 9,094 7,978

退職給付費用（千円） 9,094 7,978

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年４月30日）
当連結会計年度

（平成20年４月30日）

退職給付債務の算定方法
簡便法（期末自己都合要支給額

を計上する方法）
同左
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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５月１日　至平成19年４月30日）

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17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　１名　当社執行役員　２名

株式の種類別のストック・オプションの数（注） 普通株式　　　150,000株

付与日 平成17年10月３日

権利確定条件

新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子

会社の取締役、執行役員、従業員、監査役、いずれかの地位を有

していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、

その他取締役会決議において正当な理由があると認めた場合はこ

の限りではない。

対象勤務期間
 自　平成17年10月３日

 至　平成19年７月31日

権利行使期間
 自　平成19年８月１日

 至　平成23年７月31日

(注）株式数に換算して記載しております。

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（平成19年４月期）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17年ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 150,000

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 150,000

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

（２）単価情報

平成17年ストック・オプション

権利行使価格（注）　　　　　　　（円） 848

行使時平均株価　　　　　　　　　（円） －

付与日における公正な評価単価　　（円） －

(注）平成19年２月14日付及び平成19年３月14日付の新株発行による権利行使価格の調整

を行っております。
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当連結会計年度（自平成19年５月１日　至平成20年４月30日）

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17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　１名　当社執行役員　２名

株式の種類別のストック・オプションの数（注） 普通株式　　　300,000株

付与日 平成17年10月３日

権利確定条件

新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子

会社の取締役、執行役員、従業員、監査役、いずれかの地位を有

していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、

その他取締役会決議において正当な理由があると認めた場合はこ

の限りではない。

対象勤務期間
 自　平成17年10月３日

 至　平成19年７月31日

権利行使期間
 自　平成19年８月１日

 至　平成23年７月31日

(注）株式数に換算して記載しております。

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（平成20年４月期）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、平成19年５月1日付の株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に換

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17年ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 300,000

付与 －

失効 －

権利確定 300,000

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株） －

前連結会計年度末 －

権利確定 300,000

権利行使 －

失効 －

未行使残 300,000

（２）単価情報

平成17年ストック・オプション

権利行使価格（注）　　　　　　　（円） 424

行使時平均株価　　　　　　　　　（円） －

付与日における公正な評価単価　　（円） －

(注）平成19年２月14日付及び平成19年３月14日付の新株発行並びに平成19年５月1日

付の株式分割（株式１株につき２株）による権利行使価格の調整を行っております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30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 68,072 千円

賞与引当金 13,454  

役員賞与引当金 11,393  

退職給付引当金 14,451  

役員退職慰労引当金 18,391  

貸倒引当金 8,096  

固定資産 15,062  

未実現利益 63,574  

財務代理手数料 13,479  

その他 9,844  

繰延税金資産合計 235,820  

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △26,750  

買換資産圧縮積立金 △529,997  

その他 △12  

繰延税金負債合計 △556,759  

繰延税金負債の純額 △320,939  

繰延税金資産   

未払事業税 1,568 千円

賞与引当金 4,448  

退職給付引当金 17,190  

役員退職慰労引当金 21,840  

貸倒引当金 22,009  

固定資産 15,062  

未実現利益 62,011  

財務代理手数料 9,995  

子会社繰越欠損金 11,562  

その他 10,429  

繰延税金資産小計 176,121  

評価性引当額 △11,728  

繰延税金資産合計 164,393  

繰延税金負債   

未収事業税 △22,742  

その他有価証券評価差額金 △3,640  

買換資産圧縮積立金 △515,142  

繰延税金負債合計 △541,525  

繰延税金負債の純額 △377,132  

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である

ため注記を省略しております。

 

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
6.52

住民税等均等割 1.54

評価性引当額の増減 2.26

その他 0.12

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
51.13
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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

前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

 
不動産販売
事業
（千円）

請負工事事
業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

その他事業
（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

損益
       

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
32,037,620 1,882,034 1,887,167 415,390 36,222,212 － 36,222,212

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － 882 546,631 547,514 (547,514) －

計 32,037,620 1,882,034 1,888,050 962,021 36,769,726 (547,514) 36,222,212

営業費用 29,653,125 1,774,820 912,817 955,631 33,296,395 (548,631) 32,747,763

営業利益 2,384,495 107,213 975,232 6,390 3,473,331 1,117 3,474,449

Ⅱ．資産、減価償却

費及び資本的支

出

       

資産 28,228,583 214,907 19,570,872 306,841 48,321,205 4,801,576 53,122,781

減価償却費 9,166 475 216,531 4,096 230,270 (4,478) 225,792

資本的支出 9,697 553 6,215,642 3,950 6,229,845 － 6,229,845

　（注）１．事業区分は、事業活動における業務の種類を勘案して決定しております。

２．各事業の主な内容

不動産販売事業・・・・戸建住宅及び中高層住宅（マンション）の分譲販売

請負工事事業・・・・・一般住宅、中高層住宅、店舗、オフィス等の注文建築の請負

不動産賃貸事業・・・・事業用不動産及び中高層住宅の賃貸

その他事業・・・・・・不動産管理、木材等の販売、人材派遣業、人材紹介業、動物病院の運営

３．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5,103,237千円であり、その主なものは当社の余

資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券、出資金、会員権）及び繰延税金資産であります。

４．会計方針の変更

（役員賞与に関する会計基準）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（４）③に記載のとおり、当連結会計年度より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「不動産販売事業」で24,887千円、「請負工事事業」で1,461千

円、「不動産賃貸事業」で1,466千円、「その他事業」で184千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益がそ

れぞれ同額減少しております。
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当連結会計年度（自平成19年５月１日　至平成20年４月30日）

 
不動産販売
事業
（千円）

請負工事事
業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

その他事業
（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

損益
       

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
29,487,860 1,909,668 2,303,611 253,707 33,954,847 － 33,954,847

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － 1,440 100,066 101,506 (101,506) －

計 29,487,860 1,909,668 2,305,051 353,773 34,056,353 (101,506) 33,954,847

営業費用 28,806,534 1,833,424 1,168,131 355,242 32,163,332 (105,983) 32,057,349

営業利益

(△は損失)
681,326 76,244 1,136,919 △1,469 1,893,021 4,477 1,897,498

Ⅱ．資産、減価償却

費及び資本的支

出

       

資産 35,224,266 393,264 26,068,191 304,326 61,990,048 3,703,199 65,693,247

減価償却費 9,677 527 285,951 3,809 299,965 (4,477) 295,488

資本的支出 15,987 679 7,070,937 378 7,087,982 － 7,087,982

　（注）１．事業区分は、事業活動における業務の種類を勘案して決定しております。

２．各事業の主な内容

不動産販売事業・・・・戸建住宅及び中高層住宅（マンション）の分譲販売

請負工事事業・・・・・一般住宅、中高層住宅、店舗、オフィス等の注文建築の請負

不動産賃貸事業・・・・事業用不動産及び中高層住宅の賃貸

その他事業・・・・・・不動産管理、人材派遣業、人材紹介業、動物病院の運営

３．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4,039,221千円であり、その主なものは当社の余

資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券、出資金、会員権）及び繰延税金資産であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

 前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）及び当連結会計年度（自平成19年５月１日　至

平成20年４月30日）

　当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店を有していないため、該当事項

はありません。

ｃ．海外売上高

 前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）及び当連結会計年度（自平成19年５月１日　至

平成20年４月30日）

　当社グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。　
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

役員及び個人主要株主等

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

主要株主及

びその近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社等

株式会社

浅草

むぎとろ

東京都

台東区
80,000 飲食業  － － －

 

請負工事

 

863,523 － －

店舗の利用

及び贈答品

の購入

6,114  － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．株式会社浅草むぎとろは、当社の主要株主村上幹男氏及びその二親等以内の親族が計75.0％を直接保有して

おります。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）請負工事につきましては、価格その他の取引条件は、一般的取引条件によっております。

(2）店舗の利用及び贈答品の購入につきましては、他の利用者と同一の条件によっております。

当連結会計年度（自平成19年５月１日　至平成20年４月30日）

役員及び個人主要株主等

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

主要株主及

びその近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社等

株式会社

浅草

むぎとろ

東京都

台東区
80,000 飲食業  － － －

 

請負工事

 

48,500 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．株式会社浅草むぎとろは、当社の主要株主村上幹男氏及びその二親等以内の親族が計75.0％を直接保有して

おります。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

　価格その他の取引条件は、一般的取引条件によっております。
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（開示対象特別目的会社関係）

当連結会計年度（自平成19年５月１日　至平成20年４月30日）

１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

当社では、資金調達の多様化を図り、安定的に資金を調達することを目的として設立された不動産流動化のため

の特別目的会社（特例有限会社、合同会社の形態によっております。）７社に対して出資を行っております。当該

流動化において、当社は不動産（信託受益権）を特別目的会社に譲渡し、譲渡した資産を裏付けとして、特別目的

会社が各金融機関からのノンリコースローン等により調達した資金を売却代金として受領しております。また、当

社及び連結子会社である株式会社Human管理では、一部の受託資産について受託管理業務及びサブリース業務を行っ

ております。当該流動化を終了する場合、当社は拠出した出資金等を適切に回収する予定であり、将来において損

失が発生する場合、当社における負担は出資金の額に限定されております。また、いずれの特別目的会社について

も、当社は議決権のある出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。当該特別目的会社の直近の決

算日における資産総額は14,121,973千円、負債総額は14,114,879千円（現時点での決算確定分）であり、出資比率

に関わらず、単純合算したものであります。

２．当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等

主な取引の金額又は
当連結会計年度末残高
　（千円）

主な損益

項目 　金額（千円）

　譲渡資産（注１） 4,501,895 　売却益 469,848

　匿名組合出資金（注２） 872,700 　分配益 21,449

　受託管理業務 － 　受託管理収入 24,698

　マスターリース取引 － 　支払マスターリース料 222,006

（注１）譲渡資産に係る取引金額は、譲渡時点の譲渡価額によって記載しております。また、売却益は、売上総利益に

計上しております。

（注２）匿名組合出資金は、投資有価証券に計上しております。また、当該匿名組合に係る分配益は営業外収益に計上

しております。

　（企業結合等関係）

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１株当たり純資産額  667円34銭

１株当たり当期純利益金額  190円99銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   189円07銭

１株当たり純資産額   331円25銭

１株当たり当期純利益金額    15円94銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    15円91銭

　当社は、平成19年５月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額   333円67銭

１株当たり当期純利益金額    95円49銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    94円53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次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 1,342,242 253,511

　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） 1,342,242 253,511

　普通株式の期中平均株式数（千株） 7,027 15,900

   

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（千株） 71 37

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

―――――― ――――――

株式会社Ｈｕｍａｎ２１（8937）平成 20 年４月期決算短信

－ 34 －



（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

　平成19年１月25日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

１.平成19年５月１日付をもって普通株式１株につき２株

に分割します。

（１）分割により増加する株式数

　　　普通株式　7,950,000株

（２）分割方法　

平成19年４月30日最終の株主名簿及び実質株主

株主名簿に記載または記録された株主の所有株式

数を、１株につき２株の割合をもって分割します。

２.配当起算日

　　平成19年５月１日

３.発行可能株式総数の増加

　上記株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定

に基づき、平成19年５月１日付をもって定款第６条を

変更し、発行可能株式総数26,000,000株を増加し、

52,000,000株としております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に

行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

167円43銭 333円67銭

１株当たり当期純利益金額１株当たり当期純利益金額

39円40銭 95円49銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については

、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

94円53銭

―――――
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第39期

（平成19年４月30日）
第40期

（平成20年４月30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 ※１  3,997,157   2,363,981   

２．受取手形   130,963   35,000   

３．売掛金   627,048   388,914   

４．販売用不動産 ※１  10,545,586   14,734,131   

５．仕掛販売用不動産 ※１  15,470,746   19,434,635   

６．未成工事支出金   401,565   60   

７．貯蔵品   6,910   7,714   

８．前渡金   187,944   76,750   

９．前払費用   103,571   173,024   

10．繰延税金資産   107,887   17,823   

11．その他   558,012   887,144   

貸倒引当金   △25,901   △78,808   

流動資産合計   32,111,492 60.2  38,040,372 57.7 5,928,880

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

（１）建物 ※１ 8,445,645   12,332,414    

減価償却累計額  487,002 7,958,643  757,396 11,575,017   

（２）構築物  12,873   13,205    

減価償却累計額  5,150 7,723  6,091 7,114   

（３）車両運搬具  1,334   532    

減価償却累計額  1,169 164  511 21   

（４）工具器具及び備品  27,331   32,436    

減価償却累計額  14,819 12,511  18,150 14,285   

（５）土地 ※１  11,749,951   14,416,470   

（６）建設仮勘定   3,000   3,000   

有形固定資産合計   19,731,995 37.0  26,015,909 39.5 6,283,914
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第39期

（平成19年４月30日）
第40期

（平成20年４月30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）

２．無形固定資産         

（１）借地権 ※１  299,605   299,605   

（２）ソフトウェア   443   624   

（３）その他   677   677   

無形固定資産合計   300,726 0.6  300,907 0.5 181

３．投資その他の資産         

（１）投資有価証券 ※１  962,380   1,231,960   

（２）関係会社株式   30,000   10,000   

（３）出資金   35,511   49,021   

（４）長期貸付金   1,981   1,631   

（５）長期前払費用   2,419   2,617   

（６）その他   154,999   234,208   

　　貸倒引当金   △322   △1,755   

投資その他の資産合計   1,186,970 2.2  1,527,684 2.3 340,714

固定資産合計   21,219,691 39.8  27,844,500 42.3 6,624,809

資産合計   53,331,183 100.0  65,884,873 100.0 12,553,689
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第39期

（平成19年４月30日）
第40期

（平成20年４月30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 ※２  5,097,128   3,922,298   

２．買掛金   2,538,831   2,001,756   

３．短期借入金 ※１  6,535,850   8,388,462   

４．一年内償還予定の社債   270,000   170,000   

５．一年内返済予定の長期
借入金

※１  10,404,917   17,539,145   

６．未払金   192,642   208,775   

７．未払費用   46,970   44,454   

８．未払法人税等   835,018   6,082   

９．前受金   393,346   238,410   

10．預り金   39,721   37,612   

11．賞与引当金   33,066   10,933   

12．役員賞与引当金   28,000   －   

流動負債合計   26,415,493 49.5  32,567,931 49.4 6,152,438

Ⅱ　固定負債         

１．社債   1,530,000   1,060,000   

２．長期借入金 ※１  18,762,785   25,592,128   

３．繰延税金負債   509,623   457,983   

４．退職給付引当金   35,516   42,246   

５．役員退職慰労引当金   45,199   53,676   

６．長期預り保証金   635,582   779,129   

固定負債合計   21,518,707 40.4  27,985,163 42.5 6,466,456

負債合計   47,934,200 89.9  60,553,095 91.9 12,618,895
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第39期

（平成19年４月30日）
第40期

（平成20年４月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,436,445 2.7  1,436,445 2.2 －

２．資本剰余金         

（１）資本準備金  1,258,112   1,258,112    

資本剰余金合計   1,258,112 2.3  1,258,112 1.9 －

３．利益剰余金         

（１）利益準備金  24,200   24,200    

（２）その他利益剰余金         

別途積立金  20,000   20,000    

買換資産圧縮積立金  772,527   750,875    

繰越利益剰余金  1,846,707   1,836,838    

利益剰余金合計   2,663,434 5.0  2,631,913 4.0 △31,520

株主資本合計   5,357,991 10.0  5,326,471 8.1 △31,520

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  38,991 0.1  5,306 0.0 △33,685

評価・換算差額等合計   38,991 0.1  5,306 0.0 △33,685

純資産合計   5,396,983 10.1  5,331,778 8.1 △65,205

負債純資産合計   53,331,183 100.0  65,884,873 100.0 12,553,689
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(2）損益計算書

  
第39期

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30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．不動産売上高  32,037,620   29,487,860    

２．請負工事売上高  1,882,034   1,909,668    

３．賃貸収入  1,888,050   2,305,051    

４．その他売上高  237,058 36,044,763 100.0 130,181 33,832,762 100.0 △2,212,001

Ⅱ　売上原価         

１．不動産売上原価  27,833,811   26,859,707    

２．請負工事売上原価  1,722,253   1,751,909    

３．賃貸収入原価  757,568   996,279    

４．その他売上原価  126,493 30,440,126 84.5 36,688 29,644,585 87.6 △795,541

売上総利益   5,604,637 15.5  4,188,177 12.4 △1,416,460

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,170,160 6.0  2,317,175 6.9 147,014

営業利益   3,434,476 9.5  1,871,001 5.5 △1,563,474

Ⅳ　営業外収益         

１．受取配当金  －   10,307    

２．受取保険金  6,160   20,637    

３．匿名組合出資配当金  29,001   21,449    

４．労働保険料還付金  －   21,323    

５．その他  26,416 61,578 0.2 29,209 102,929 0.3 41,350

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,127,012   1,408,092    

２．その他  111,277 1,238,289 3.4 93,551 1,501,643 4.4 263,354

経常利益   2,257,766 6.3  472,287 1.4 △1,785,478

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  12,380 12,380 0.0 － － － △12,380

Ⅶ　特別損失         

１．関係会社株式評価損  － － － 20,000 20,000 0.1 20,000

税引前当期純利益   2,270,146 6.3  452,287 1.3 △1,817,858

法人税、住民税及び事
業税

 1,025,000   163,900    

法人税等調整額  △73,060 951,939 2.6 61,533 225,433 0.6 △726,506

当期純利益   1,318,206 3.7  226,854 0.7 △1,091,352
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売上原価明細書

  
第39期

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30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　不動産売上原価（注）       

１．土地購入費  14,029,846 50.4 12,442,789 46.3 △1,587,056

２．材料費  563,225 2.0 554,610 2.1 △8,614

３．労務費  113,495 0.4 174,306 0.7 60,810

４．外注費  12,860,654 46.2 13,437,294 50.0 576,639

５．経費  266,588 1.0 250,706 0.9 △15,882

計  27,833,811 100.0 26,859,707 100.0 △974,103

       

Ⅱ　請負工事売上原価（注）       

１．材料費  54,904 3.2 42,594 2.4 △12,309

２．労務費  22,065 1.3 15,308 0.9 △6,757

３．外注費  1,603,889 93.1 1,682,135 96.0 78,246

４．経費  41,394 2.4 11,870 0.7 △29,523

計  1,722,253 100.0 1,751,909 100.0 29,655

       

Ⅲ　賃貸収入原価       

１．減価償却費  216,046 28.5 285,314 28.6 69,268

２．租税公課  63,109 8.3 107,047 10.8 43,938

３．賃貸管理手数料  309,157 40.8 433,397 43.5 124,239

４．修繕費  113,203 15.0 90,895 9.1 △22,307

５．その他経費  56,051 7.4 79,624 8.0 23,572

計  757,568 100.0 996,279 100.0 238,711

       

Ⅳ　その他売上原価       

１．商品売上原価  103,750 82.0 － － △103,750

２．その他事業売上原価  22,742 18.0 36,688 100.0 13,945

計  126,493 100.0 36,688 100.0 △89,804

　（注）原価計算の方法は実際個別原価計算によっております。
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(3）株主資本等変動計算書

第39期（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金

買換資産圧
縮積立金

圧縮未決算
積立金

繰越利益剰
余金

平成18年４月30日　残高
（千円）

500,000 321,667 24,200 20,000 215,764 592,731 671,531 1,524,227 2,345,895

事業年度中の変動額

新株の発行 936,445 936,445       1,872,890

買換資産圧縮積立金の積立（注）     592,731  △592,731 － －

買換資産圧縮積立金の取崩（注）     △14,317  14,317 － －

買換資産圧縮積立金の取崩     △21,651  21,651 － －

圧縮未決算積立金の取崩（注）      △592,731 592,731 － －

剰余金の配当（注）       △102,000 △102,000 △102,000

剰余金の配当       △51,000 △51,000 △51,000

役員賞与（注）       △26,000 △26,000 △26,000

当期純利益       1,318,206 1,318,206 1,318,206

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

936,445 936,445 － － 556,762 △592,731 1,175,175 1,139,206 3,012,096

平成19年４月30日　残高
（千円）

1,436,445 1,258,112 24,200 20,000 772,527 － 1,846,707 2,663,434 5,357,991

評価・換算
差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

平成18年４月30日　残高
（千円）

72,831 2,418,727

事業年度中の変動額

新株の発行  1,872,890

買換資産圧縮積立金の積立（注）  －

買換資産圧縮積立金の取崩（注）  －

買換資産圧縮積立金の取崩  －

圧縮未決算積立金の取崩（注）  －

剰余金の配当（注）  △102,000

剰余金の配当  △51,000

役員賞与（注）  △26,000

当期純利益  1,318,206

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△33,840 △33,840

事業年度中の変動額合計
（千円）

△33,840 2,978,256

平成19年４月30日　残高
（千円）

38,991 5,396,983

 （注）平成18年７月21日定時株主総会決議に基づく利益処分によるものであります。
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第40期（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計別途積立金

買換資産圧縮
積立金

繰越利益剰余
金

平成19年４月30日　残高
（千円）

1,436,445 1,258,112 24,200 20,000 772,527 1,846,707 2,663,434 5,357,991

事業年度中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩     △21,651 21,651 － －

剰余金の配当      △258,375 △258,375 △258,375

当期純利益      226,854 226,854 226,854

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － △21,651 △9,868 △31,520 △31,520

平成20年４月30日　残高
（千円）

1,436,445 1,258,112 24,200 20,000 750,875 1,836,838 2,631,913 5,326,471

評価・換算差
額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

平成19年４月30日　残高
（千円）

38,991 5,396,983

事業年度中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩  －

剰余金の配当  △258,375

当期純利益  226,854

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△33,685 △33,685

事業年度中の変動額合計
（千円）

△33,685 △65,205

平成20年４月30日　残高
（千円）

5,306 5,331,778
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重要な会計方針

項目
第39期

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）関係会社株式

　移動平均法による原価法

(1）関係会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用不動産、仕掛販売用不動産及び

未成工事支出金

　個別法による原価法

(1）販売用不動産、仕掛販売用不動産及び

未成工事支出金

同左

 (2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）貯蔵品

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

　但し、平成10年４月以降に取得した建

物（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。

(1）有形固定資産

　定率法

　但し、平成10年４月以降に取得した建

物（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、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年間

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。これによる損益に

与える影響は軽微であります。

 (2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

　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

自社利用のソフトウェア

同左

４．繰延資産の処理方法  株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

  　　　　―――――――

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、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備えるため、支

給見込額のうち当期に負担すべき金額を

計上しております。

(2）賞与引当金

同左
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項目
第39期

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

 (3)役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当期に負担すべき金額を計

上しております。

(会計方針の変更)

　当事業年度より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

28,000千円減少しております。

(3)役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当期に負担すべき金額を計

上しております。

　なお、当事業年度末においては、計上

しておりません。

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期末

自己都合要支給額に基づき計上しており

ます（簡便法）。

(4）退職給付引当金

同左

 (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。ただし固定資産に係わ

る控除対象外消費税等は投資その他の資

産の「その他」に計上し、５年間で均等

償却を行っております。

(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39期
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30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5,396,983

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。

　　　　　　　　　―――――――

表示方法の変更

第39期
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

（損益計算書）

  前事業年度まで区分掲記しておりました「金利スワップ

評価益」は営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

なお、当事業年度の「その他」に含まれている「金利ス

ワップ評価益」は2,918千円であります。

（損益計算書）

  営業外収益の「受取配当金」は、前事業年度は「その

他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の100分

の10を超えたため区分掲記しております。なお、前事業年

度の「その他」に含まれている「受取配当金」は3,839千

円であります。

追加情報

第39期
（自　平成18年５月１日

至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

（固定資産の保有目的の変更）

　保有目的の変更により、建物から販売用不動産へ419,638

千円及び、土地から販売用不動産へ1,991,379千円振替え

ております。

（固定資産の保有目的の変更）

　保有目的の変更により、建物から販売用不動産ヘ291,529

千円、土地から販売用不動産へ203,250千円、販売用不動

産から建物へ341,388千円、販売用不動産から土地へ

223,713千円振替えております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第39期
（平成19年４月30日）

第40期
（平成20年４月30日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

預金 462,393 千円

販売用不動産 5,769,571

仕掛販売用不動産 11,526,687

建物 7,871,896

土地 11,749,951

借地権 299,605

投資有価証券 194,800

合計 37,874,906

預金 868,000 千円

販売用不動産 13,434,541

仕掛販売用不動産 18,361,095

建物 11,464,294

土地 14,401,884

借地権 299,605

投資有価証券 153,300

合計 58,982,721

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 6,385,850 千円

一年内返済予定の長期借入金 10,394,088

長期借入金 18,751,103

合計 35,531,041

短期借入金 8,388,462 千円

一年内返済予定の長期借入金 17,529,149

長期借入金 25,590,442

合計 51,508,055

※２．期末日満期手形

　　　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお当期末日が金融

機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。

支払手形 875,340 千円

※２．　　　　　　―――――――

　３．当社において、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。

当座貸越契約の総額 2,880,000 千円

借入実行残高 500,000

差引額 2,380,000

　３．当社において、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

ライン契約を締結しております。

当座貸越契約及び貸出コミット

メントの総額
3,180,000 千円

借入実行残高 2,209,962

差引額 970,037
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（損益計算書関係）

第39期
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は50％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は50％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は45％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は55％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。

販売手数料        192,321千円

広告宣伝費 257,596

貸倒引当金繰入額 13,282

給与手当 488,137

賞与引当金繰入額 17,932

役員賞与引当金繰入額 28,000

退職給付費用 4,237

役員退職慰労引当金繰入額 7,840

減価償却費 14,224

租税公課 302,219

支払手数料 222,581

販売手数料        243,866千円

広告宣伝費 225,250

貸倒引当金繰入額 34,474

給与手当 466,135

賞与引当金繰入額 6,093

退職給付費用 4,242

役員退職慰労引当金繰入額 8,477

減価償却費 14,650

租税公課 363,227

支払手数料 273,623

（株主資本等変動計算書関係）

第39期（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

第40期（自平成19年５月１日　至平成20年４月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

第39期
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

 
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 6,360 848 5,512

工具器具及び
備品

77,103 39,505 37,597

ソフトウェア 4,608 1,920 2,688

合計 88,071 42,273 45,797

 
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 6,360 2,120 4,240

工具器具及び
備品

84,777 55,892 28,885

ソフトウェア 19,710 6,365 13,344

合計 110,847 64,377 46,470

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　　　 同左

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 17,300千円

１年超 28,496千円

合計 45,797千円

１年内  18,193千円

１年超      28,276千円

合計       46,470千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

（注）　　　　　　　　 同左

③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 15,579千円

減価償却費相当額 15,579千円

支払リース料       22,103千円

減価償却費相当額       22,103千円

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。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

２.オペレーティング・リース取引

 　未経過リース料

１年内 3,933千円

１年超 4,504千円

合計 8,438千円

２.オペレーティング・リース取引

 　未経過リース料

１年内      4,934千円

１年超      5,926千円

合計      10,860千円

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）及び当事業年度（自平成19年５月１日　至平成20年４

月30日）における子会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

第39期
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30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 66,936 千円

賞与引当金 13,454  

役員賞与引当金 11,393  

退職給付引当金 14,451  

役員退職慰労引当金 18,391  

貸倒引当金 7,660  

財務代理手数料 13,479  

その他 9,244  

繰延税金資産合計 155,011  

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △26,750  

買換資産圧縮積立金 △529,997  

繰延税金負債合計 △556,747  

繰延税金負債の純額 △401,735  

繰延税金資産   

未払事業税 406 千円

賞与引当金 4,448  

退職給付引当金 17,190  

役員退職慰労引当金 21,840  

貸倒引当金 29,697  

財務代理手数料 9,995  

関係会社株式評価損 8,138  

その他 9,648  

繰延税金資産合計 101,366  

繰延税金負債   

未収事業税 △22,742  

その他有価証券評価差額金 △3,640  

買換資産圧縮積立金 △515,142  

繰延税金負債合計 △541,525  

繰延税金負債の純額 △440,159  

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である

ため注記を省略しております。

 

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
7.48

住民税等均等割 1.71

その他 △0.04

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
49.84
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（１株当たり情報）

第39期
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１株当たり純資産額 678円87銭

１株当たり当期純利益金額 187円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 185円68銭

１株当たり純資産額   335円33銭

１株当たり当期純利益金額    14円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    14円23銭

　当社は、平成19年５月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額   339円43銭

１株当たり当期純利益金額    93円78銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    92円84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次のとおりでありま

す。

 
第39期

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 1,318,206 226,854

　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） 1,318,206 226,854

　普通株式の期中平均株式数（千株） 7,027 15,900

   

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（千株） 71 37

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

―――――― ――――――
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（重要な後発事象）

第39期
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

第40期
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

　平成19年１月25日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

１.平成19年５月１日付をもって普通株式１株につき２株

に分割します。

（１）分割により増加する株式数

　　　普通株式　7,950,000株

（２）分割方法

平成19年４月30日最終の株主名簿及び実質株主

株主名簿に記載または記録された株主の所有株式

数を、１株につき２株の割合をもって分割します。

２.配当起算日

　　平成19年５月１日

３.発行可能株式総数の増加

　上記株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に

基づき、平成19年５月１日付をもって定款第６条を変

更し、発行可能株式総数26,000,000株を増加し、

52,000,000株としております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

175円94銭 339円43銭 

１株当たり当期純利益金額１株当たり当期純利益金額

36円40銭 93円78銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については

、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

92円84銭 

―――――
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６．その他
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

 １．新任取締役候補

 常務取締役　　　北村正明　　（現　執行役員営業副本部長）

 取締役　　　　　和田　豊　　（現　経営企画室長）

 取締役　　　　　林　清美　　

 ２．退任予定取締役

 取締役　　　　　佐藤　功　　　　　
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