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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 2,688 △58.6 △243 △161.2 △238 △160.1 △150 △176.9
21年3月期 6,500 20.8 397 101.1 396 78.7 195 49.6

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 ％ ％ ％

22年3月期 △13.47 ― △9.0 △9.5 △9.1
21年3月期 16.78 16.75 11.0 14.9 6.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 2,366 1,599 66.6 140.95
21年3月期 2,666 1,796 66.8 159.40

（参考） 自己資本   22年3月期  1,575百万円 21年3月期  1,781百万円

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

22年3月期 △163 1 △55 1,211
21年3月期 842 △13 △174 1,428

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 55 29.8 3.3
22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 44 △29.7 2.7
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 4.00 4.00 745.2

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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

1,130 △14.8 △190 ― △191 ― △120 ― △10.73

通期 3,040 13.1 29 ― 26 ― 6 ― 0.54
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

〔(注) 詳細は、18ページ「重要な会計方針」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(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、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 12,712,000株 21年3月期 12,712,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,533,500株 21年3月期  1,533,500株

※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５ページに記載した「次期の見通し」をご参照ください。 
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当期のわが国経済は、前期において発生した世界的な金融危機の影響により凍結していた設備投資等

の一部に動きが見られるものの、いまだ回復途上にあるといえます。  

  

 当社では、厳しい経済環境にあっても、サービス品質を落とすことの無い様、昨年４月から「明豊の

ＣＭ」を改めて強く認識し、プロジェクトマネジメントの現場力を高めるとともに、高い専門性に基づ

いたソリューションと顧客本位のサービスを提供し続けることを実施してまいりました。またＣＭ（コ

ンストラクション・マネジメント）会社としてのブランドの高まりに連れ、施設の新築・改修やオフィ

スの移転等にあたって、当社のＣＭ手法を採用する企業が増加しました。  

  

 オフィス市場におきましては、都心５区の空室率が平成19年12月の2.65％を底に、平成22年3月に

8.75％まで上昇（http://www.e-miki.com/data/index.html三鬼商事株式会社調べ）しており、この借

手優位な状況の中で、オフィス賃借面積の削減、低賃料物件への移転等オフィス移転は市場が縮小して

いるものの需要は引き続き有りますが、弊社が得意としますホワイトカラーの生産性向上や企業ブラン

ド向上等、付加価値を求めた移転が少なくなり、受注に関しては、大変厳しい競争環境の中、受注高を

大幅に減らしました。一方、ビルや学校、工場、医療施設、商業施設等のＣＭ市場につきましては、今

期に入り、これまでの地道なコンサルティングやコスト削減の実績を基に、急激に積み上げることが出

来ており、受注が期初予想を超えて好調に推移致しました。また大企業向けを中心に、保有資産の 適

化をサポートする、コーポレート・リアル・エステート・マネジメント（以下、ＣＲＥＭとします）本

部を、昨年４月に立ちあげましたが、多拠点施設の新築、改善プロジェクトに関して、当社技術者集団

による透明なプロセス（ＣＭ手法）採用による工事コスト削減や、データーベース化による効率的施設

管理効果が着実に顧客の評価を獲得出来ており、大企業施設部門のアウトソーシング受託に関して、今

後の需要拡大の基礎を構築出来ました。  

  

 当期におきましては、工事請負方式（アットリスクＣＭ契約（注１））の多いオフィス事業の当期受

注の低迷によって、フィーのみを売上計上するピュアＣＭ契約（注２）の比率が高くなったことから、

売上高は2,688百万円（前期6,500百万円）と、大きく減少致しました。完成及び進行分の減少により、

売上総利益は441百万円（前期1,204百万円）と大幅減少となりました。販売費および一般管理費は、前

年額を削減した予算水準にて執行し、営業損失は243百万円、(前期営業利益397百万円)、経常損失は

238百万円（前期経常利益396百万円）となりました。  

  

 

（注１）アットリスクＣＭ契約  

顧客と当社との間で工事請負契約を締結し、工事の完成に基づき、完成工事高として工事請負金額（売

上高）を計上するものであります。この売上高は、顧客と当社との間で予め定めたマネジメントフィー

と、工事完成に必要な工事原価とで構成されています。ピュアＣＭ契約にするか、アットリスクＣＭ契

約にするかは、顧客が都度選択します。  

  

 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（注２）ピュアＣＭ契約  

顧客と当社との間で業務委託契約を締結し、業務の完了に基づき、マネジメントサービス料収入として

売上高を計上するものであります。工事に要する工事原価は、顧客から工事業者に直接発注されること

から、この売上高は顧客と当社との間で定めたマネジメントフィーのみで構成されます。ピュアＣＭ契

約にするか、アットリスクＣＭ契約にするかは、顧客が都度選択します。  

  

 

事業のセグメント別の状況は以下のとおりです。  

  

（ＣＲＥＭ事業は、平成20年５月中旬からＣＲＥ・ＦＭサポートとして、オフィス事業内で発足し、平

成20年12月からＣＭ事業内で運営したことから、比較可能なセグメント別の前期売上実績はありませ

ん ）  

  

①オフィス事業  

 前述の通りオフィス事業においては、大変厳しい受注環境となりました。またアットリスクＣＭ契約

が減少し、フィーのみを売上高として計上するピュアＣＭ契約（注２）の占める割合が高くなった結

果、オフィス事業の売上高は1,655百万円（比較可能な前年同期実績はありません）という低い水準に

なりました。  

  

②ＣＭ事業  

 経済環境が厳しさを増す中で、コストダウンに対する顧客の要請はこれまで以上に拡大しています。

当社は、いかなるグループにも属さない完全に独立した地位を確立している上、当社技術者に関するフ

ィーはマンアワー（社員一人ひとりが費やす時間）に基づいています。この手法は、工事や機器などの

調達原価に捉われず、徹底したベンダーフリーと、顧客本位の品質、コスト、スケジュールの 適化実

現に優れていることから、当社の価値は益々高まっていると申せます。  

 今後ＣＭビジネスに関して大きなマーケットになると予測される公共工事におきましても、大阪府立

大学の校舎建て替えの実績等が評価され、江戸川区小学校の耐震建て替え工事のＣＭ業務を第１四半期

に受注したほか、歴史ある大手企業や、複数の大学、鉄道事業等で、当社のＣＭ手法が採用されまし

た。  

 さまざまな建築物に対応可能で、高いプロジェクトマネジメント（ＰＭ）能力に加えて設計や積算能

力を持った独立系ＣＭ会社として、当期における受注状況も堅調であり、今後の飛躍が大きく期待でき

る見通しとなりました。  

 以上の結果、ＣＭ事業の売上高は302百万円（比較可能な前年同期実績はありません）となりまし

た。  

  

③ＣＲＥＭ事業  

 国際財務報告基準へのコンバージェンスの一部である資産除去債務等への対応、及び改正省エネ法に

代表される各環境関連法規への対応から、自社が保有する資産を一元管理し、ＣＭ手法を用いて戦略的

に 適化を実現する顧客ニーズが高まっております。  

 当社は、いかなるグループにも属さず、透明性の高いＣＭ手法によるプロジェクトマネジメント（Ｐ
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Ｍ）力と、施設の評価や工事金額積算・査定にて豊富な実績があること等から、当社の価値は益々高

まっていると申せます。  

 以上の結果、ＣＲＥＭ事業の売上高は729百万円（比較可能な前年同期実績はありません）となりま

した。  

  

(次期の見通し) 

 次期につきましては、企業の設備投資抑制等は引き続き厳しい状況が予想され、特にオフィス事業に

ついては、当社が得意とするＩＣＴを駆使したホワイトカラーの生産性を向上させるような案件は少な

く、固定費削減のみを目的とした案件が多い状況が当面続くと予想されます。  

 ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）事業については、ＣＭ手法による江戸川区小学校の立替

工事を２期連続で受注した他、病院、学校、鉄道会社、商業施設等において、これまでの当社の実績が

評価され、今後この分野における受注が大きく拡大することを見込んでいます。  

 ＣＲＥＭ（コーポレート・リアルエステート・マネジメント）事業については、金融機関や大手企業

等全国にある自社保有不動産等を中央統制する企業が増え、ＣＭ手法による調達プロセス説明責任の履

行や、ノンコア業務のアウトソーシングニーズ、コスト削減意識が引き続き高まっており、今後もマー

ケットが拡大すると考えております。 尚、ＣＲＥＭ事業の既存のお客様については、当社への信頼感

が増す中で、同一企業内での当社業務範囲が年々拡大し、当社の事業の基盤をより安定させるビジネス

であることから、今後大いに注力していく所存です。 

 これらのマーケット状況を踏まえ、オフィス事業とＣＭ事業、ＣＲＥＭ事業等の複数のサービスを提

供できるよう社内の組織や仕組みを当期中に見直し、またＣＭ事業を中心として人員強化を計画する

等、次期から新しい体制が本格的に稼働しております。  

 これらの結果、次期売上高は3,040百万円、営業利益は29百万円、経常利益は26百万円、資産除去債

務計上による特別損失6百万円を踏まえ当期純利益は6百万円となる見通しであります。  

 尚、次期上半期については、当期末受注残が、長期大型案件が多く、次期上半期に終了及び進行する

プロジェクトの粗利益が固定費を下回ることから、190百万円の営業損失となる見込みであります。  
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①資産、負債及び純資産の状況 

(イ) 資産 

    流動資産は、前事業年度末に比べて16.0%減少し、1,944百万円となりました。これは、   

   主として現金及び預金が216百万円、完成工事未収入金が66百万円、未成工事支出金が  

   99百万円減少したことなどによります。 

    固定資産は、前事業年度末に比べて 20.0%増加し、422百万円となりました。これは、主 

   として繰延税金資産が89百万円増加したことなどによります。 

    この結果、総資産は、前事業年度末に比べて、11.2%減少し、2,366百万円となりました。 

(ロ) 負債 

    流動負債は、前事業年度末に比べて21.8%減少し、472百万円となりました。これは、 

   主として未払法人税等が97百万円減少したことなどによります。 

    固定負債は、前事業年度末に比べて 11.5%増加し、294百万円となりました。これは、主 

      として退職給付引当金が19百万円増加したことなどによります。 

    この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて、11.8%減少し、767百万円となりまし 

   た。  

(ハ) 純資産 

    純資産合計は、前事業年度末に比べて 11.0%減少し、1,599百万円となりました。これ  

   は、主として利益剰余金が206百万円減少したことなどによります。 

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  

  216百万円減少し、当事業年度末には1,211百万円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

    営業活動の結果支出した資金は163百万円となりました（前期は842百万円の増加）。 

    収入の主な内訳は、未成工事支出金の減少99百万円と売上債権の減少50百万円であり、 

    支出の主な内訳は、税引前当期純損失238百万円であります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

    投資活動の結果得られた資金は１百万円となりました（前期は13百万円の支出）。 

    収入の主な内訳は、保険返戻金８百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取   

    得５百万円であります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

    財務活動の結果支出した資金は55百万円となりました（前期は174百万円の支出）。 

    これは、主に配当金の支払55百万円によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）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／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 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている債務のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

  

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主に対して安定的

かつ継続的に利益還元することを基本方針としております。また、配当性向30％を基準とし、財政状

況、利益水準などを総合的に勘案したうえで、利益配当を行なってまいります。 

  当期(平成22年３月期)の配当金に関しましては、上記の方針に基づき、１株当たり4.0円（配当性向

△29.7%）の期末配当(年間)を予定しております。 

 また、次期(平成23年3月期)の期末配当（年間）につきましては、１株当たり4.0円(配当性向745.2%)

を予定しております。 

  

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 55.8 61.3 55.3 66.8 66.6

時価ベースの自己資本比率 169.4 97.9 49.9 39.0 46.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ ─ ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

△72.7 ─ △1,497.1 ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを記載します。当社は、これらリス

クの可能性を認識し、リスク管理を行うとともに、 善の対処をいたす所存です。なお、これらは当社

の事業に関するリスクのすべてを網羅するものではないことをご留意ください。  

 文中における将来に関する事項は、当期末（平成22年3月31日）現在において当社が判断したもので

あります。  

①事業環境の変化について 

 当社は、オフィス構築や建物の建設においてＣＭ(コンストラクション・マネジメント)手法での『設

計＆ＰＭ』というサービスを提供しています。経済環境、景気動向による企業の設備投資意欲の変化、

既存建設業者との競合状況の変化などが、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

②ピュアＣＭ方式への転換について 

  当社では、マネジメントフィーのみを収益の源泉とするピュアＣＭ方式への転換を図っております

が、それに伴い売上高利益率や総資本回転率などの財務諸比率が変動するほか、売上高や運転資金需要

も減少する可能性があります。従いまして、売上高を指標に当社の経営成績や収益力を分析する場合に

は、全体に占めるピュアＣＭ方式の割合に留意する必要があります。また、かかる契約形態はお客様の

意向によって決まることから、必ずしも当社の計画どおりにピュアＣＭ方式への転換が進む保証はあり

ません。 

③フィービジネスの安定性について 

  フィービジネスでは、資材・設備等の材料費や外注費などのコストや物価変動に収益が左右されるこ

とがなく、基本的に安定した収益を確保できると考えられます。ただし、お客様との間で業務内容毎に

マンアワーベースで計算し事前に取り決める固定フィーに関して、マンアワーの見積りが不適当であっ

た場合や、プロジェクトに従事する当社社員の労働生産性効率が低下した場合などには、フィービジネ

スであっても安定した収益を確保できるとは限りません。 

④情報共有システムの障害について 

  当社では、ウェブ上での情報共有システム（ＢＰＣ※）を活用し、設計図書の作成・発注・施工の各

プロセス情報を開示・共有化することでお客様の信頼確保・意思決定支援、当社の業務効率向上に役立

てております。これら情報共有システムの運用・保全には万全を期しておりますが、活用するスキルが

不十分な場合や、システム自体に不具合が生じた場合などには、業務効率が低下してマンアワーのコス

トアップを招くなど当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ブロードバンドや光回線の普及に伴い大容量の通信が安価に可能となったことにより、お客様及び施

工者等の関係者で行う一連の作業を閲覧するだけでなく、ウェブ上で共同作業できるＢＰＣを構築。そ

の共同作業に加え、電子地図上にプロジェクト情報をリンクさせ、プロジェクト情報を可視化した結

果、関係者は該当地区の旗をクリックするだけで、その時点の詳細なプロジェクトの情報が表示・確認

でき、複数の拠点及びプロジェクトが同時に進行するようなケース等で利用している。  

(※)ＢＰＣ:ビジネスコラボレーションシステム 

⑤ＣＭ方式の普及について 

  ＣＭ方式は、1960年代に米国で普及しはじめた建設生産・管理システムであり、各分野の専門家集団

であるＣＭＲ(コンストラクション・マネージャー)が技術的な中立性を保ちつつお客様の側に立って、

設計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト

管理などの各種のマネジメント業務の全部または一部を行うものと位置付けられております。 

(4) 事業等のリスク

明豊ファシリティワークス（株）（1717）平成22年３月期　決算短信（非連結）

－ 8 －



また、ＣＭＲは、お客様の補助者・代行者たる専門家としてお客様の利益を守ることが 大の任務で

あり、お客様との信頼関係のもとで高い倫理性が要求されております。  

 近年、日本においてもお客様の意識変化に加え、現下の世界的大不況の中にあって、ＣＭ方式を実際

に活用してその効果を認識するお客様も増えてきたことで、ＣＭ方式に対する関心や評価が高まってき

ております。ＣＭ方式の今後の普及に向けた検討課題として、ＣＭＲに対する建設業法などの位置付

け、ＣＭＲの業務内容と設計者・工事監理者・施工者との関係の整理、ＣＭＲの倫理規程の整備、標準

契約書の整備、公共工事にＣＭ方式を活用する場合の法制度・入札契約制度上の整理などが取り上げら

れております。これらの課題のなかには、その対応が従来の建設生産・管理システムに大きく影響を及

ぼすものも少なくなく、中長期的な検討が必要なものもあると考えられます。 

⑥人的資源について 

  当社はサービスを提供し、その対価としてフィーを得る会社であり、成長には事業の拡大に応じた社

内における人材育成や外部からの人材確保が必要です。これらが計画通りに進まず、適正な人材配置を

実現できない場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

⑦内部管理体制について 

  当社は、企業価値の持続的増大には内部統制が有効に機能することが不可欠であると認識し、業務を

適正に行い、財務報告の信頼性を高め、健全な倫理観に基づく法令遵守を徹底すべく、内部統制システ

ム構築の基本方針を定め、内部管理体制の充実に努めています。しかしながら、このような施策を講じ

てもコンプライアンス上のリスクを完全に回避できない可能性があり、関連する法令・規制上の義務を

実行できない場合には、当社の事業及び業績は影響を受けることになります。 

⑧業績予想の変動について 

 当社は、業績予想を発表するにあたって個々のプロジェクトの現状を確認しておりますが、プロジェ

クトの進捗過程で顧客の事情等により、プロジェクトの進行予定等が変動する場合には、当該事業年度

の売上及び利益に大きな影響を与える可能性があります。 

  

  

  

    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

2. 企業集団の状況
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当社は、『フェアネスと透明性、顧客側に立つプロフェッショナル』を企業理念とし、ＣＭ手法によ

る『設計＆ＰＭ（プロジェクト・マネジメント）』の第一人者であり続けることを基本方針としていま

す。 

  

当社が重視している経営指標は、売上粗利益及び経常利益です。 

 当社の売上高は、マネジメントフィーのみを収益の源泉とする「ピュアＣＭ」方式と、マネジメント

フィーと工事原価で構成される請負型の「アットリスクＣＭ」方式とで、その規模が大きく異なること

から、社内では、売上粗利益（売上高から社内コスト以外の売上原価を控除した金額）にて収益の伸び

を管理しております。 

 売上粗利益を着実に増やした上で、業務効率の改善による人件費を中心とした社内コストの低減によ

り、経常利益を伸ばすことが出来ると考えております。社員全員の時間当たり業務単価を設定し、プロ

ジェクト毎の採算や生産性アップ等をタイムリーに管理するマンアワーコストの仕組み（以下「マンア

ワーコスト管理システム」）を導入することで、木目細かい利益管理を実施しています。 

  

世界的金融危機による経営環境の大きな変化に対して、現在全面的に見直しており、当面は、下記

(4)に記載した「会社の対処すべき課題」に邁進致します。  

  

① 損益改善  

当社は、当事業年度に238百万円の経常損失を計上しております。顧客の投資判断が厳しい環境下では

ありますが、市場の変化を見極めると同時に、徹底した顧客ニーズの把握に努め、31期（平成23年3月

期）において赤字脱却を目指します。  

  

② 人材育成  

ＣＭ・ＣＲＥＭに対する社会的ニーズは急激に拡大しております。多様化する個別技術を取りまとめ

て、プロジェクトの「全体 適」を実現できるのは高い専門性とＰＭ力を持ったプロ集団のみでありま

す。プロの人材確保と社員教育の強化及び徹底してフェアネス・透明性の企業理念を掲げ続けること

で、全社的なプロジェクトマネジメント力の向上を図ります。  

  

③ ブランドの確立  

当社は、平成22年4月に江戸川区立船堀小学校外改築事業等の公共工事をはじめ、平成21年度下期に入

って医療施設、金融、商業、メーカー、鉄道等での大企業からのＣＭ業務の受注が増加しております。

今後は我国におけるＣＭビジネスの第一人者としてブランド向上を図ります。  

  

該当事項はありません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【財務諸表】

(1)【財務諸表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,428,832 1,211,967

受取手形 28,020 45,600

完成工事未収入金 617,134 550,559

売掛金 6,101 4,956

未成工事支出金 126,780 26,789

前払費用 24,533 22,187

繰延税金資産 56,829 55,188

未収入金 25,673 26,873

その他 276 149

貸倒引当金 △20 －

流動資産合計 2,314,162 1,944,271

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 16,927 14,537

建物 56,394 57,234

減価償却累計額 △39,466 △42,696

工具器具・備品（純額） 14,327 10,733

工具器具・備品 55,838 58,430

減価償却累計額 △41,511 △47,697

有形固定資産合計 31,254 25,270

無形固定資産

商標権 252 219

ソフトウエア 12,958 9,475

電話加入権 1,467 1,467

無形固定資産合計 14,678 11,162

投資その他の資産

投資有価証券 88,608 85,821

長期前払費用 9,310 2,358

繰延税金資産 115,956 205,636

敷金 54,169 54,021

差入保証金 38,146 38,421

投資その他の資産合計 306,192 386,260

固定資産合計 352,125 422,693

資産合計 2,666,287 2,366,965
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

工事未払金 259,917 301,963

買掛金 8,328 6,292

未払金 36,994 14,466

未払費用 36,844 33,064

未払法人税等 99,784 2,600

未払消費税等 36,495 －

未成工事受入金 4,498 17,363

預り金 23,970 21,924

賞与引当金 98,704 68,441

工事損失引当金 － 856

その他 － 6,008

流動負債合計 605,538 472,982

固定負債

退職給付引当金 89,906 109,624

役員退職慰労引当金 173,987 184,498

固定負債合計 263,894 294,122

負債合計 869,433 767,104

純資産の部

株主資本

資本金 533,737 533,737

資本剰余金

資本準備金 340,068 340,068

資本剰余金合計 340,068 340,068

利益剰余金

利益準備金 6,159 6,159

その他利益剰余金

別途積立金 300,000 300,000

繰越利益剰余金 812,276 605,799

利益剰余金合計 1,118,436 911,959

自己株式 △208,355 △208,355

株主資本合計 1,783,886 1,577,409

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,017 △1,779

評価・換算差額等合計 △2,017 △1,779

新株予約権 14,986 24,231

純資産合計 1,796,854 1,599,861

負債純資産合計 2,666,287 2,366,965
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②【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 6,500,075 2,688,234

売上原価 5,295,468 2,246,331

売上総利益 1,204,607 441,902

販売費及び一般管理費 806,638 685,719

営業利益又は営業損失（△） 397,968 △243,817

営業外収益

受取利息 523 1,533

有価証券利息 1,943 －

保険返戻金 － 5,671

新株予約権戻入益 790 441

その他 484 1,053

営業外収益合計 3,742 8,700

営業外費用

投資有価証券売却損失 1,190 －

投資事業組合投資損失 3,006 3,187

その他 1,016 37

営業外費用合計 5,213 3,225

経常利益又は経常損失（△） 396,497 △238,342

特別損失

事務所移転費用 24,371 －

特別退職金 23,906 －

特別損失合計 48,277 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 348,219 △238,342

法人税、住民税及び事業税 153,607 443

法人税等調整額 △1,147 △88,201

法人税等合計 152,460 △87,758

当期純利益又は当期純損失（△） 195,758 △150,584
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③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 533,357 533,737

当期変動額

新株の発行 380 －

当期変動額合計 380 －

当期末残高 533,737 533,737

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 339,698 340,068

当期変動額

新株の発行 370 －

当期変動額合計 370 －

当期末残高 340,068 340,068

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 6,159 6,159

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,159 6,159

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 300,000 300,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 300,000 300,000

繰越利益剰余金

前期末残高 677,642 812,276

当期変動額

剰余金の配当 △61,125 △55,892

当期純利益又は当期純損失（△） 195,758 △150,584

当期変動額合計 134,633 △206,476

当期末残高 812,276 605,799

利益剰余金合計

前期末残高 983,802 1,118,436

当期変動額

剰余金の配当 △61,125 △55,892

当期純利益又は当期純損失（△） 195,758 △150,584

当期変動額合計 134,633 △206,476

当期末残高 1,118,436 911,959
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △94,624 △208,355

当期変動額

自己株式の取得 △113,730 －

当期変動額合計 △113,730 －

当期末残高 △208,355 △208,355

株主資本合計

前期末残高 1,762,232 1,783,886

当期変動額

新株の発行 750 －

剰余金の配当 △61,125 △55,892

当期純利益又は当期純損失（△） 195,758 △150,584

自己株式の取得 △113,730 －

当期変動額合計 21,653 △206,476

当期末残高 1,783,886 1,577,409

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △465 △2,017

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,551 237

当期変動額合計 △1,551 237

当期末残高 △2,017 △1,779

新株予約権

前期末残高 5,690 14,986

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,296 9,245

当期変動額合計 9,296 9,245

当期末残高 14,986 24,231

純資産合計

前期末残高 1,767,457 1,796,854

当期変動額

新株の発行 750 －

剰余金の配当 △61,125 △55,892

当期純利益又は当期純損失（△） 195,758 △150,584

自己株式の取得 △113,730 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,744 9,482

当期変動額合計 29,397 △196,993

当期末残高 1,796,854 1,599,861
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④【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

当事業年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 348,219 △238,342

減価償却費 17,990 16,012

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △20

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,982 △30,263

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,090 19,717

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,004 10,510

受取利息及び受取配当金 △2,467 △1,533

投資有価証券売却損失 1,190 －

投資事業組合投資損失 3,006 3,187

有形固定資産売却損益（△は益） 6,811 37

売上債権の増減額（△は増加） 993,069 50,140

未成工事支出金の増減額（△は増加） 150,936 99,991

仕入債務の増減額（△は減少） △587,960 46,018

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,446 12,864

その他 37,957 △59,378

小計 984,293 △71,057

利息の受取額 2,137 1,300

法人税等の支払額 △143,573 △93,757

営業活動によるキャッシュ・フロー 842,857 △163,514

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 △9,375 △5,042

無形固定資産の取得による支出 △7,954 △2,076

投資有価証券の売却による収入 3,909 －

保険返戻金による収入 － 8,992

差入保証金の回収による収入 210 －

その他 3 112

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,207 1,987

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 △114,562 －

配当金の支払額 △60,256 △55,337

株式の発行による収入 750 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,069 △55,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 655,581 △216,864

現金及び現金同等物の期首残高 773,251 1,428,832

現金及び現金同等物の期末残高 1,428,832 1,211,967

明豊ファシリティワークス（株）（1717）平成22年３月期　決算短信（非連結）

－ 16 －



該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) その他有価証券

  時価のあるもの

期末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) その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

投資事業有限責任組合への出資

については、組合から入手可能な

直近の決算報告書に基づいて組合

財産の持分相当額を投資有価証券

として計上しております。

  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) 未成工事支出金

  個別法による原価法を採用してお

ります。

(1) 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         ３～15年 

 工具器具・備品    ３～10年

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可

能期間（５年）による定額法を採用

しております。

(1) 有形固定資産 

        同左 

   

  

  

 

(2) 無形固定資産 

        同左 

   

  

 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 完成工事未収入金その他これに準

ずる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。

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充

てるため、賞与支給見込額のうち、

当期負担額を計上しております。

(3)           ── 

  

  

 

  

 

(1) 貸倒引当金

        同左 

  

 

  

 

  

 

(2) 賞与引当金

        同左 

  

 

(3) 工事損失引当金

  受注工事に係る将来の損失に備え

るため、損失発生の可能性が高く、

かつ、その損失見込額を合理的に見

積ることができる工事について損失

見込額を計上しております。 
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) 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に基づ

き当期末において発生していると認

められる額を計上しております。な

お、当社は簡便法により退職給付引

当金を設定しております。

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

(4) 退職給付引当金 

      同左 

  

 

  

 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

      同左 

 

５．収益及び費用の計上基準 (1) 工事売上高の計上基準

  工事完成基準によっております。

(1) 完成工事高及び完成工事原価の計

上基準

イ 当事業年度末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる工事 

  工事進行基準（工事の進捗率の見 

 積りは原価比例法） 

ロ その他の工事 

  工事完成基準 

（会計方針の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準につ

きましては、従来、工事完成基準を適

用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準（企業会計基準第15号

平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を適用し、当事業年度に着手し

た工事契約から、当事業年度末までの

進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事につきましては工事進行基

準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事につきましては

工事完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は326百万円増

加し、営業損失、経常損失及び税引前

四半期純損失は53百万円それぞれ減少

しております。

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．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か月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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。

消費税等の会計処理

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

【表示方法の変更】

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

（損益計算書関係） 

 前事業年度まで区分掲記していた「売上高」及び

「売上原価」の内容は、当事業年度よりその項目及び

その金額を注記する方法に変更しました。  

  前事業年度まで区分掲記していた「販売費及び一般

管理費」の内容は、損益計算書の注記にて記載するこ

とに変更しました。 

 前事業年度まで区分掲記していた「販売費及び一般

管理費」の内容は、当事業年度より一括掲記し、その

主要な費目及びその金額を注記する方法に変更しまし

た。

 

──
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

(損益計算書関係)
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 新株予約権の行使による増加  10,000株 

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 会社法第165条第２項の規定に基づく定款の定めに基づく自己株式の取得による増加   1,056,500株 

  

 
  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 12,702,000 10,000 ― 12,712,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 477,000 1,056,500 ― 1,533,500

３ 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

ストック・オプションとし
ての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 14,986

合計 ― ― ― ― 14,986

４ 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20年６月26日 
定時株主総会

普通株式 61,125 5.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 55,892 5.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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当事業年度(自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 12,712,000 ─ ─ 12,712,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,533,500 ─ ─ 1,533,500

３ 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

ストック・オプションとし
ての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 24,231

合計 ― ― ― ― 24,231

４ 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21年６月24日 
定時株主総会

普通株式 55,892 5.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 44,714 4.0 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※ 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21年３月31日)

現金及び預金勘定 1,428,832千円

預け金 ―千円

現金及び現金同等物 1,428,832千円

  

※ 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22年３月31日)

現金及び預金勘定 1,211,967千円

預け金 ─千円

現金及び現金同等物 1,211,967千円

(リース取引関係)
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

（追加情報） 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を

適用しております。 

  

１．金融商品の状況に関する事項 

 当社は、資金運用については預金及び安全性の高い有価証券等に限定し、資金調達については自己

資金に拠っております。売上債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図

っております。また、投資有価証券は投資事業組合出資金及び非上場株式等であり、前者については

半期ごとに決算書を入手し、対応する損益等の計上を行っており、後者については、定期的に決算書

を入手し、財務状況の検討を行っております。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における貸借対照表上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。 

 
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)完成工事未収入金、(4)売掛金、(5)未収入金、 

(6)工事未払金、(7)買掛金、(8)未払金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠

っております。 

  

（注２）投資有価証券 

 投資事業組合出資金（貸借対照表計上額 77,578千円）及び非上場株式（当計上額8,243千円）

は市場価額が無く、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握すること

が極めて困難と認められるため、前表には含めておりません。 

  

(金融商品関係)

（単位：千円）

貸借対照表
計上額

時価 差額

（1）現金及び預金 1,211,967 1,211,967 ─

（2）受取手形 45,600 45,600 ─

（3）完成工事未収入金 550,559 550,559 ─

（4）売掛金 4,956 4,956 ─

（5）未収入金 26,873 26,873 ─

（6）工事未払金 301,963 301,963 ─

（7）買掛金 6,292 6,292 ─

（8）未払金 14,466 14,466 ─
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

 
  

４．時価評価されていない主な有価証券 

 
  

５．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貸借対照表日後における償還予定額 

 該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

１．満期保有目的の債権で時価のあるもの

３．当事業年度中に売却したその他の有価証券

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売却額（千円） 3,909

売却損の合計額（千円） 1,190

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

  投資事業組合出資金 80,365

  非上場株式 8,243
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当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

４．時価評価されていない主な有価証券 

 
  

５．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貸借対照表日後における償還予定額 

 該当事項はありません。 

  

１．満期保有目的の債権で時価のあるもの

３．当事業年度中に売却したその他の有価証券

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

  投資事業組合出資金 77,578

  非上場株式 8,243
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 前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び 

 当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

    デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

 前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び 

 当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

    関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

 前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)

(関連当事者情報)
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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 

 
  

  

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

（流動資産）

賞与引当金 40,162千円 27,848千円

未払法定福利費 5,011千円 3,786千円

未払事業税 8,318千円 1,058千円

未払事業所税 1,491千円 1,178千円

未払費用 1,846千円 1,281千円

繰越欠損金 ─千円 19,531千円

その他 ─千円 503千円

（固定資産）

退職給付引当金 36,582千円 44,606千円

役員退職慰労引当金 70,795千円 75,072千円

一括償却資産 4,783千円 2,839千円

投資事業組合投資損失 2,410千円 2,858千円

その他有価証券評価差額金 1,384千円 1,221千円

繰越欠損金 ─千円 83,048千円

繰延税金資産小計 172,786千円 264,835千円

評価性引当額 ─千円 △4,010千円

繰延税金資産合計 172,786千円 260,825千円

繰延税金資産の純額 172,786千円 260,825千円

(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

  当社は、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。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 89,906千円

退職給付引当金 89,906千円

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 109,624千円

退職給付引当金 109,624千円

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用 20,868千円

特別退職金 23,906千円

退職給付費用 44,774千円

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用 27,951千円

特別退職金 ─千円

退職給付費用 27,951千円

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

  簡便法のうち、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を採用しております。

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

同左
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

 前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  該当事項はありません。 

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産)
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 (注１)潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株あたり純損失 

    であるため、記載しておりません。 

（注２）算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

 
  

   ２.１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度 当事業年度

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日
至 平成21年３月31日) 至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 159.40円 １株当たり純資産額 140.95円

１株当たり当期純利益 16.78円 １株当たり当期純損失 △13.47円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

16.75円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

―円

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,796,854 1,599,861

普通株式に係る純資産額（千円） 1,781,868 1,575,629

差額の主な内訳（千円）

 新株予約権 14,986 24,231

普通株式の発行済株式数（千株） 12,712 12,712

普通株式の自己株式数(千株) 1,533 1,533

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千
株）

11,178 11,178

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 
又は１株当たり当期純損失金額

当期純利益または当期純損失(千円) 195,758 △150,584

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
 又は当期純損失(千円)

195,758 △150,584

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,663 11,178

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） 22 ―

（うち新株引受権） （  0） （ ―）

（うち新株予約権） （  22） （  ―）

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まれな

かった潜在株式の概要

第3回新株予約権（新株予約権の数
479,400株）

第3回新株予約権（新株予約権の数
479,400株）

(重要な後発事象)
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①代表者の異動 

   該当事項はありません。 

 ②その他の役員の異動(平成22年６月25日付予定) 

  １．新任監査役候補 

   社外監査役 水野 辰哉 

         (現 ミズノ・クレジット・アドバイザリー 代表者) 

    ２．退任予定監査役 

   社外監査役  平野 忠雄  

  (注)水野 辰哉氏は22年６月25日の総会をもって、 大阪証券取引所が指定を義務付ける一般   

    株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に選任される予定です。 

該当事項はありません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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