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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) 4,163,195 4,429,319 4,504,968 4,619,621 5,048,308

経常利益 (千円) 238,067 220,181 343,455 412,222 445,786

当期純利益 (千円) 123,810 118,315 189,356 206,405 260,057

持分法を適用した 

場合の投資利益 
(千円) ― ― ― ― ― 

資本金 (千円) 200,500 203,950 215,887 227,677 259,318

発行済株式総数 (株) 2,810 2,835 5,843 5,961 12,284

純資産額 (千円) 948,602 1,038,745 1,215,856 1,392,931 1,661,829

総資産額 (千円) 2,600,457 4,803,226 2,813,368 3,084,038 4,205,264

１株当たり純資産額 (円) 337,580 363,719 207,009 232,617 134,771

１株当たり配当額 

(内１株当たり 

中間配当額) 

(円) 
10,000 

(―)

10,000 

(―)

8,000 

(―)

8,000 

(―)

4,500 

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 44,060 39,358 31,958 33,898 20,987

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― ― 31,572 33,468 20,482 

自己資本比率 (％) 36.5 21.6 43.2 45.2 39.5

自己資本利益率 (％) 13.6 11.9 16.8 15.8 17.0

株価収益率 (倍) 5.9 7.7 9.2 11.9 11.7

配当性向 (％) 22.70 25.40 25.03 23.60 21.44

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 215,853 △708,148 721,618 225,314 △574,099 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △14,957 △4,722 △36,083 △31,381 △55,535 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △228,506 659,160 △901,556 △141,244 847,626 

現金及び現金同等物 

の期末残高 
(千円) 974,369 920,658 704,637 757,326 975,319 

従業員数 (名) 47 46 48 50 57



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第９期は新株引受権付社債及び転換社債等の発行がないため、第10期

は調整計算の結果、希薄化が生じないため記載しておりません。 

３ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので「最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については、記載

しておりません。 

４ 第10期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

５ 平成15年９月22日に平成15年７月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、所有株式数

を１株につき２株の割合をもって分割いたしました。これにより第11期の１株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行

われたものとして算出しています。 

６ 第10期において総資産が増加したのは、売上債権及びたな卸資産が増加したためであります。 

７ 第11期において総資産が減少したのは、売上債権及びたな卸資産が減少したためであります。 

８ 第13期において総資産が増加したのは、売上債権及びたな卸資産が増加したためであります。 

９ 平成17年11月22日に平成17年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、所有株式数

を１株につき２株の割合をもって分割いたしました。 

  

２ 【沿革】 

当社の設立から現在までの沿革は次のとおりであります。 
  

(注) 当社が開設している本社及び営業所は、本社及び大津営業所を除き建設業法施行令で定める事務所(常時建設工事の請負を締

結する事務所)には該当しておりません。 

  

年月 沿革

平成５年10月 建設業及び不動産業を事業目的として滋賀県大津市皇子が丘２丁目７番16号に、株式会社シード

を資本金1,000万円をもって設立。 

平成５年12月 宅地建物取引業免許、滋賀県知事(１)第2373号(５年毎更新)を受ける。 

建設業法による滋賀県知事許可(般-５)第12156号(５年毎更新)を受ける。 

平成８年７月 一級建築士事務所、滋賀県知事登録(イ)第1439号(５年毎更新)を受け、本社内に事務所を開設。 

平成８年11月 京都市西京区に京都営業所を開設。 

平成９年10月 建設業法による滋賀県知事許可(特-９)第12156号(５年毎更新)を受ける。 

平成９年11月 建設業並びに不動産事業のエリア開発の拠点及び事業多角化の一環として、滋賀県草津市に“え

ん”ビルを取得し、直営による郊外型レストラン“えん”を運営開始。 

平成９年12月 京都市右京区に右京営業所を開設。 

平成10年４月 滋賀県草津市に草津営業所を開設。 

平成11年４月 京都市山科区に山科営業所を開設。 

平成11年５月 郊外型レストラン“えん”の直営を廃止し、“えん”ビルを第三者に賃貸開始。 

平成11年７月 京都市山科区椥辻草海道町12番地１(旧山科営業所)に本社を移転するとともに、旧本社を大津営

業所に改称。 

平成11年10月 宅地建物取引業免許、建設大臣(１)第5939号(５年毎更新)を受ける。 

平成11年12月 大阪証券取引所新市場部（現ヘラクレス）に株式を上場。 

平成12年１月 建設業法による建設大臣許可(特-11)第18506号(５年毎更新)を受ける。 

平成12年２月 一級建築士事務所、京都府知事登録(12Ａ)第213号(５年毎更新)を受け、本社内に事務所を開

設。 

平成13年６月 一般建設業の国土交通大臣許可（般-13）第18506号(５年毎更新)を受ける。 

特定建設業の国土交通大臣許可（特-13）第18506号(５年毎更新)を受ける。 

平成15年４月 大阪証券取引所新市場部からヘラクレスに承継。 

平成17年11月 京都営業所を西京営業所に改称。 



３ 【事業の内容】 

(1) 当社は単独で事業活動を行っており、親会社・子会社・関連会社及びその他の関係会社はございません。 

当社の事業は、主として建物賃貸事業によって土地活用を考える地主に対して、税金・資金問題・経営・管理等

への不安を解消するため、土地所有者(オーナー)の土地を合理的に運用していただくためのノウハウの提供まで、

トータルにバックアップする提案営業を推進しており、設計・施工・管理までを一貫して行っております。このた

め、当社は建設業法により、特定建設業者として国土交通大臣登録をし、設計・施工を行っております。 

また、当社は宅地建物取引業法により宅地建物取引業者として、国土交通大臣免許(国土交通大臣(２)第5939号)

を受け、不動産販売・不動産賃貸等に関する事業を行っております。 

  

(2) 事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 

  



４ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員が前期末に比べ７名増加いたしましたのは、雇用情勢の変化が予想される現況下で全職種において人材確保に努め

るための、新規採用の増加によるものであります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

57 39.1 4.7 4,973,008



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当事業年度におけるわが国の経済は、株式市場の好調さと企業の収益体質の強化が進むなか、企業業績を背景に

設備投資が増加、雇用・所得環境の好転により個人消費についても堅調に推移しております。 

また、脱デフレが進行するなかで、景気は回復の道筋を順調に歩むことが鮮明となり、着実に上向いておりま

す。 

当業界におきましては、建設市場の低迷が続くなかで、昨今の競合激化を背景にした受注競争は引続き激しさを

増しており、経営環境は誠に厳しいものとなっております。 

このような状況のもとで、当社は京都市内の貸家新設着工件数が前年同期に比べて上向くなかで、市中心部のマ

ンション賃貸需要が高いことから、顧客のニーズに合った企画商品を先行建設し、積極的に販売活動を進めてまい

りました。 

一方、経費の効率使用を徹底するとともに業務の効率化などを図りながら業績の確保に努めてまいりました。 

その結果、当期の業績は、売上高5,048百万円（前期比9.3％増）、経常利益445百万円（前期比8.1％増）、当期

純利益260百万円（前期比26.0％増）と、いずれの数値も増収、増益と好調に推移いたしました。 

各部門別の概況は次のとおりであります。 

建設請負部門は、集合住宅・戸建て住宅を中心に受注活動を進めてまいりましたが、受注高は前期比12.6％増の

3,408百万円、完成工事高は前期比3.9％増の3,192百万円、受注残高は前期比7.0％増の3,320百万円となりました。

兼業事業につきましては、不動産事業部門は京都市内を中心にした地域密着型の営業活動を展開してまいりまし

た結果、売上高は前期比21.1％増の1,515百万円となり、その他事業部門は不動産賃貸事業収入の増加を図るなど前

期比15.3％増の340百万円となりました。 

  

(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は、975百万円と前年同期に比べて217百万円増（28.8％増）となりまし

た。 

  

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果使用した資金は、574百万円（前事業年度はプラス225百万円）となりました。収入の主な

内訳は、税引前当期純利益449百万円、減価償却費28百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権・たな卸

資産の増加845百万円及び未成工事等受入金の減少が266百万円であります。 

  



(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は、55百万円（前事業年度はマイナス31百万円）となりました。これは、主

に有形固定資産の取得によるものであります。 

  

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は、847百万円（前事業年度はマイナス141百万円）となりました。これは、

主に販売不動産及び商品土地仕入資金調達のため、長・短借入金が増加したことによるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注工事高及び施工高の状況 

 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

  

(注) １ 次期繰越工事高の「うち施工高」は、工事の進捗部分であり、未成工事支出金により手持工事高の施工高を推定したもの

であります。 

２ 当期施工高は、「当期完成工事高＋次期繰越工事高の施工高－前期繰越工事高の施工高」に一致しております。なお、前

期繰越工事高の施工高は、集合住宅379,537千円、その他124,134千円、合計503,671千円であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

項目 工事別 区分 
前期繰越
工事高 
(千円) 

当期受注 
工事高 
(千円) 

前年 
同期比
（％）

計
(千円) 

当期完成
工事高 
(千円) 

次期繰越工事高(千円) 

当期 
施工高 
(千円) 

前年
同期比

（％）
手持
工事高 
(千円) 

手持
工事高 
のうち施
工高 
(％) 

手持工事 
高のうち 
施工高 
(千円) 

前事業年度 
  

(自平成16年 
 ４月１日 
至平成17年 
 ３月31日) 

建築 

集合住宅 2,326,700 2,027,137 81.7 4,353,837 2,230,703 2,123,134 17.9 379,537 2,472,760 137.3

その他 823,742 1,000,345 79.9 1,824,087 842,876 981,210 12.6 124,134 963,544 96.5

合計 3,150,442 3,027,482 81.1 6,177,924 3,073,580 3,104,344 16.2 503,671 3,436,305 122.8

当事業年度 
  

(自平成17年 
 ４月１日 
至平成18年 
 ３月31日) 

建築 

集合住宅 2,123,134 2,259,056 111.4 4,382,190 1,856,904 2,525,286 17.6 445,463 1,922,830 77.8

その他 981,210 1,149,585 114.9 2,130,795 1,335,656 795,139 3.2 25,070 1,236,592 128.3

合計 3,104,344 3,408,642 112.6 6,512,986 3,192,560 3,320,426 14.2 470,533 3,159,422 91.9



(2) 完成工事高 

  

(注) １ 完成工事高のうち主なものは、次のとおりであります。 

  前事業年度 請負金額１億円以上の主なもの 

   グランステージ集合住宅新築工事 

   ビューコート集合住宅新築工事 

   セレーナ集合住宅新築工事 

   京町壱番館集合住宅新築工事 

   パラッツオ集合住宅新築工事 

  当事業年度 請負金額１億円以上の主なもの 

   ジュネス・ド・ブランシェ集合住宅新築工事 

   ヒーリングコート御所西集合住宅新築工事 

   サンロイヤル・三条集合住宅新築工事 

   アウローラ集合住宅新築工事 

   アウスレーゼ下鴨集合住宅新築工事 

       ジュネス・ド・アスピラシオン集合住宅新築工事 

       京都生協配送センター新築工事 

       ㈱ビアンコジャパン社屋兼工場新築工事 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先の完成工事高及びその割合は、次のとおりであります。 

４ 完成工事高総額に占める京都市農業協同組合からの紹介による金額及びその割合は、次のとおりであります。 

  

期 区分 官公庁(千円) 民間(千円) 計(千円) 前年同期比(％)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

集合住宅 ― 2,230,703 2,230,703 124.9

その他 742 842,134 842,876 82.4

計 742 3,072,837 3,073,580 109.4

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

集合住宅 ― 1,856,904 1,856,904 83.2

その他 5,560 1,330,095 1,335,656 158.5

計 5,560 3,186,999 3,192,560 103.9

前事業年度 パラッツオ集合住宅新築工事 327,380千円 10.7％

当事業年度 ジュネス・ド・ブランシェ集合住宅新築工事 

      ジュネス・ド・アスピラシオン集合住宅新築工事
446,178千円 14.0％

前事業年度 721,247千円 23.5％

当事業年度 644,253千円 20.2％



(3) 手持工事高(平成18年３月31日) 

  

(注) １ 手持工事高のうち、請負金額１億円以上の主なものは次のとおりであります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【不動産事業等売上高の状況】 

不動産事業等に関する業務は、不動産販売・不動産賃貸及びその他により構成されますが、各々の構成比率は次の

とおりであります。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 官公庁(千円) 民間(千円) 計(千円) 前年同期比(％) 

集合住宅 ― 2,525,286 2,525,286 118.9

その他 ― 795,139 795,139 81.0

計 ― 3,320,426 3,320,426 106.9

京都市中京区集合住宅新築工事１ 平成19年３月完成予定

京都市中京区集合住宅新築工事２ 平成19年３月完成予定

京都市中京区集合住宅新築工事３ 平成18年５月完成予定

京都市下京区集合住宅新築工事 平成19年３月完成予定

京都市左京区集合住宅新築工事 平成19年３月完成予定

京都市西京区集合住宅新築工事１ 平成19年３月完成予定

京都市西京区集合住宅新築工事２ 平成19年３月完成予定

京都市山科区集合住宅新築工事１ 平成18年９月完成予定

京都市山科区集合住宅新築工事２ 平成19年３月完成予定

京都市北区集合住宅新築工事１ 平成19年３月完成予定

京都市北区集合住宅新築工事２ 平成19年３月完成予定

長岡京市集合住宅新築工事 平成19年３月完成予定

科目 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前期比増減率
(％) 

金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％) 

不動産販売高 1,250,990 80.9 1,515,508 81.7 21.1

不動産賃貸収入 272,483 17.6 307,166 16.5 12.7

その他 22,566 1.5 33,073 1.8 46.6

計 1,546,041 100.0 1,855,747 100.0 20.0



４ 【対処すべき課題】 

今後のわが国経済の見通しにつきましては、本年の３月に日銀が５年ぶりに量的金融緩和の解除を発表したことに

伴い、当面はゼロ金利政策を継続するものの、先行き金利先高観が見込まれる状況ではありますが、景気は持続的に

成長軌道を歩んでいくものと予測されます。 

当社が新分野へ進出する、近鉄沿線「新祝園：しんほうその」の商業施設事業計画（施設の運営管理）が進行中で

ありまして、当該商業施設と近鉄「新祝園駅」をペデストリアンデッキ（歩道橋）で接続し、東西の商業ゾーン形成

は駅を中心に据え一体化を図っており、当該事業の開業（平成18年12月予定）に向かって、着々と開業準備を進めて

おります。 

また、当事業には多額の設備資金を要しますが、長期安定資金の調達方法にメーンバンクをアレンジャーとするシ

ンジケートローンを予定しており、調達コストの軽減を図ってまいります。 

一方、当社独自の事業モデルを構築するため、営業部内に事業開発課を設けて、多角的事業の開発に積極的に取り

組みつつ、収益確保の安定化に努めてまいります。 

  



５ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項は以下のようなものがあります。 

なお、当該事項は当事業年度末現在における状況において判断したものであります。 

(1) 当社の事業の内容について 

当社は、主として京都市及び滋賀県を事業基盤として、土地の有効利用を考える地主に対して、税金・資金問

題・経営・管理等に関する不安を解消するための相談ならびに賃貸マンション等の建設についての企画立案及びノ

ウハウの提供を行い、設計・施工を一貫して請負うとともに融資機関の紹介、入居者募集・管理運営についての管

理会社等の斡旋を行うことを主たる事業としております。 

このため、当社の受注活動は地主の需要動向に左右される傾向があることから、一般景気動向、金利動向、住

宅・土地税制、地価動向等の変化により当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

なお、当社の平成17年３月期及び平成18年３月期の売上高及び手持工事高の構成比率は次のとおりであります。 

  

(注）完成工事高の「その他」は、一戸建住宅、店舗及び営繕工事等であります。 

  

科目 

売上高 手持工事高 

第12期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第13期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第13期 
(平成18年３月31日現在) 

金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％)

 集合住宅 2,230,703 48.3 1,856,904 36.8 2,525,286 72.7

 その他 842,876 18.2 1,335,656 26.4 795,139 22.9

完成工事高 3,073,580 66.5 3,192,560 63.2 3,320,426 95.6

 不動産販売 1,250,990 27.1 1,515,508 30.0 152,037 4.4

 不動産賃貸収入 272,483 5.9 307,166 6.1 ― ―

 その他 22,566 0.5 33,073 0.7 ― ―

不動産事業等売上高 1,546,041 33.5 1,855,747 36.8 152,037 4.4

合計 4,619,621 100.0 5,048,308 100.0 3,472,463 100.0



(2) 経営成績について 

①完成工事高の偏りについて 

当社では、年間完成工事高に対する一件当たりの受注額が比較的大きく、また、売上の計上基準として長期大型

工事（工期１年超かつ請負金額５億円以上）を除き、工事完成基準を採用しているため、工事の完成時期によって

上半期・下半期の完成工事高に偏りが生じる傾向があります。 

なお、平成17年３月期及び平成18年３月期における完成工事高の上半期と下半期の実績は、次のとおりでありま

す。 

  

  

②最近の業績及び純資産ならびにキャッシュ・フローの状況について 

平成18年３月期の業績は、前事業年度に比べて、完成工事高及び不動産事業等売上高は堅調に推移しており、ま

た、完成工事原価率が81.4％（前事業年度80.3％）と比較的安定していますが、不動産事業等売上原価率は80.9％

（前事業年度78.8％）と利幅が縮小したことから、原価率が2.1ポイント上昇し、売上総利益率が前事業年度に比べ

て、1.4ポイント下回りました。 

また、総資産及びキャッシュ・フローにつきましては、受注内容、事業年度末における受注残高及び工事進歩状

況により、大きく変動しております。 

  

  

  

期別 

上半期 
(４月～９月) 

下半期
(10～３月) 

通期 
(合計) 

金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％)

第12期 
(平成17年３月期) 

715,343 23.3 2,358,237 76.7 3,073,580 100.0

第13期 
(平成18年３月期) 

1,127,055 35.3 2,065,505 64.7 3,192,560 100.0

科目 

第11期 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

第12期
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第13期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

完成工事高 2,808,881 3,073,580 3,192,560 

不動産事業等売上高 1,696,086 1,546,041 1,855,747 

 売上高 4,504,968 100.0 4,619,621 100.0 5,048,308 100.0

完成工事総利益 547,651 603,955 593,201 

不動産事業等総利益 299,275 327,213 353,726 

 売上総利益 846,927 18.8 931,168 20.2 946,927 18.8

 経常利益 343,455 7.6 412,222 8.9 445,786 8.8

科目 

第11期 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

第12期
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第13期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

 純資産 1,215,856 43.2 1,392,931 45.2 1,661,829 39.5

（資本金） (215,887) (7.7) (227,677) (7.4) (259,318) (6.2)

 総資産 2,813,368 100.0 3,084,038 100.0 4,205,264 100.0



  

  

(3) 特定の取引先に対する依存度について 

当社では、京都市農業協同組合（以下ＪＡ）からの紹介による顧客への販売額が、以下のとおり完成工事高に対

して平成17年３月期23.5％、平成18年３月期20.2％となっております。 

なお、ＪＡとは、以下のような業務委託契約を締結しておりますが、独占契約ではないため、他業者が新規に同

組合と契約することにより、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

  

(注) 上記契約については、一定率の手数料を支払っております。 

  

(4) 法的規制について 

当社は、建設事業及び不動産事業を行うにあたり、「建設業法」に基づく建築業の許可、「建築士法」に基づく

一級建築士事務所の登録、「宅地建物取引業法」に基づく宅地建物取引業の免許を受けています。 

従いまして、これらの法令の規制を受けていることに加えて、「建築基準法」「国土利用計画法」「都市計画

法」「借地借家法」「住宅品質確保促進法」「宅地造成等規正法」「農地法」等の建設業ならびに不動産業に関す

る法令による規制を受けております。 

  

科目 

第11期 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

第12期
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第13期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

721,618 225,314 △574,099

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△36,083 △31,381 △55,535

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△901,556 △141,244 847,626

現金及び現金同等物の 
期末残高 

704,637 757,326 975,319

項目 

第12期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第13期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

完成工事高 3,073,580 100.0 3,192,560 100.0

うちＪＡの紹介分 721,247 23.5 644,253 20.2

相手先名 契約内容 契約期間 

京都市農業協同組合 
業務委託契約 
 京都市農業協同組合の組合員で、住宅及びアパート
等を建築しようとする顧客を当社に紹介 

自 平成６年１月20日
至 平成７年１月20日 
(１年毎に更新) 



(5) 当社は、公開中小会社の規模であること及び社長への依存度が高いことについて 

当社は、平成18年３月末現在、役員及び従業員合計が61名でありまして、内部管理体制もかかる組織の規模に応

じたものとなっております。 

今後、業績の拡大に応じて組織の規模が拡大した場合、それに応じた内部管理体制を組織化していく必要が生じ

ます。 

当社の代表取締役社長兼近正美は、平成５年の当社設立以来の最高経営責任者であり、経営方針や経営戦略の決

定を始め、営業、財務の各分野の事業推進において重要な役割を果たしております。 

従いまして、今後何らかの理由により、兼近正美が業務継続困難となった場合には、当社の業績に重大な影響を

生じる可能性があります。 

  

６ 【経営上の重要な契約等】 

  

(注) 上記については、支払手数料として、完成工事高の一定率を支払っております。 

  

７ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

８ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成にあたって、決算日における資産・負債の報告数値及び偶発資産・負債の開示、ならびに報告期

間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積及び仮定設定を行っておりますが、実際の結果は、見積特有

の不確実性があるため、これらの見積と異なる場合があります。 

なお、財政状態及び経営成績に関する以下の分析は、有価証券報告書提出日（平成18年６月26日）現在において

当社経営陣が判断したものであります。 

  

相手先名 契約内容 契約期間 

京都市農業協同組合 
業務委託契約 
 京都市農業協同組合の組合員で、住宅及びアパート
等を建築しようとする顧客を当社に紹介 

自 平成６年１月20日
至 平成７年１月20日 
(１年毎に更新) 



(2) 当事業年度の経営成績の分析 

①売上高 

当事業年度における売上高は、5,048百万円（前期比9.3％増）となりました。顧客との工事請負契約に基づく完

成工事売上高を品目別に見ると、京都市全体の１年間（平成17年４月～平成18年３月）の新設貸家住宅着工件数が

前年比較で堅調な動きを示している中では賃貸マンション等事業は低調ではありましたが、戸建住宅事業において

は前期比16.6％の増収になり好調に推移いたしました。 

一方、不動産売上が前事業年度に比べて21.1％増収の1,515百万円となり、全体の売上高増加に寄与する結果とな

りました。 

  

②売上原価・販売費及び一般管理費 

売上原価は、完成工事原価率が完成工事売上高に占める商品構成のなかで、集合住宅、店舗の工事仕様を高めた

ことにより、前年度に比べて1.1ポイントアップいたしました。 

また、不動産事業等原価率は、不採算取引が影響することにより、前年度に比べて2.1ポイントアップいたしまし

た。 

総じて、完成工事原価率のアップが僅少であったために、売上総利益率が前事業年度に比べて1.4ポイント減少に

留まりました。 

  

③営業利益 

当事業年度における営業利益は、468百万円（前期比9.6％増）となりました。主たる増加の要因は、売上高が前

期比9.3％増加したことと、販売費及び一般管理費のうち、販売コストの支払手数料が前期比22.7％削減されたこと

によるものであります。 

  

④営業外収益（費用） 

営業外収益（費用）は、前事業年度15百万円の費用（純額）に対し、当事業年度は、新株発行費が発生したこと

から、23百万円の費用（純額）となりました。 

  

⑤当期純利益 

当事業年度の当期純利益は、260百万円（前期比26.0％増）となりました。１株当たりの当期純利益は、前事業年

度の33,898円から当事業年度は20,987円となりました。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

仕掛販売用不動産は、販売用土地と共同住宅や戸建住宅用地に種別され、先行取得による開発、賃貸マンション

等による販売形態の割合が高く、また、総資産に占める割合も高く、長期滞留のリスクがありますが、収益物件と

しての事業化を促進することにより、当該リスクの低減に努めております。 

  



(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

キャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、574百万円のキャッシュを使用いたしました（前事業年度は225百万円

獲得）。これは、主として受注及び工事進歩状況の変動によるたな卸資産の増減により、前事業年度に比べキャッ

シュの使用額が増加したものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度において、有形固定資産の取得等に55百万円のキャッシュ

を使用いたしました（前事業年度は31百万円使用）。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、主として販売不動産及び商品土地仕入のため、長・短借入金を831百万

円資金調達した結果、847百万円のキャッシュを獲得しております（前事業年度は141百万円使用）。 

これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前事業年度の757百万円から217百万円増加し、975百万円と

なりました。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当期の設備投資については、特記すべき事項はありません。 

(注)「第３ 設備の状況」における各事項の記載については、消費税等は含まれておりません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 
  

事業所 
(所在地) 

土地 建物
構築物
(千円) 

車両
(千円) 

工具器具 
及び備品 
(千円) 

投下 
資本計 
(千円) 

従業員数
(人) 

面積(㎡)
金額 
(千円) 面積(㎡)

金額
(千円) 

営業設備 

本社 
(京都市山科区) ― ― (363.21)

―
294 ― 2,352 4,925 7,573 43

右京営業所 
(京都市右京区) ― ― (145.53)

―
4,011 ― ― 58 4,069 2

西京営業所 
(京都市西京区) 

(122.56)
―

― 107.68 12,597 123 ― 274 12,996 1

大津営業所 
(滋賀県大津市) ― ― (66.00)

 
910 ― ― 244 1,155 4

草津営業所 
(滋賀県草津市) 

―
1,248.29

220,564 741.01 117,750 875 ― 498 339,687 7

小計 (122.56)
1,248.29

220,564 (574.74)
848.69

135,564 999 2,352 6,001 365,482 57

賃貸事業 
用設備 

“えん”ビル 
(滋賀県草津市) ― ― [218.97]

218.97
― ― ― ― ― ―

フルートファルシー 
ド 
(京都市西京区) 

(288.44)
―

― [253.41]
253.41

27,566 291 ― ― 27,858 ―

サムパティーク山科 
(京都市山科区) ― ― (2,238.17)

[2,238.17]
― ― ― ― ― ―

珠光ビル北山 
(京都市左京区) ― ― (396.70)

[396.70]
― ― ― ― ― ―

珠光ビル松原 
(京都市下京区) ― ― (770.85)

[770.85]
― ― ― ― ― ―

グランステージ大将 
軍 
(滋賀県草津市) 

― ― (1,086.38)
[1,086.38]

― ― ― ― ― ―

シェモア小川 
(京都市上京区) ― ― (483.08)

[483.08]
― ― ― ― ― ―

西院貸店舗 
(京都市右京区) ― ― (488.85)

[488.85]
― ― ― ― ― ―

大八木マンション 
(京都市西京区) ― ― (939.79)

[939.79]
― ― ― ― ― ―

ＣＡプレザントヒル 
(京都市下京区) ― ― (1,446.40)

[1,446.40]
― ― ― ― ― ―

エボルジオン 
(京都市西京区) ― ― (751.26)

[751.26]
― ― ― ― ― ―

ラフィーネ桂Ⅱ 
(京都市西京区) ― ― (437.63)

[437.63]
― ― ― ― ― ―

テラスハウス熊本 
（京都市伏見区） ― ― (141.38)

[141.38]
― ― ― ― ― ―

ジャルディーノ水垣 
店舗 
（京都市北区） 

― ― (84.48)
[84.48]

― ― ― ― ― ―

グリーンハイツ桂 
（京都市西京区） ― ― (1,437.55)

[1,437.55]
18,668 ― ― ― 18,668 ―

ラナンキュラス 
（京都市伏見区） ― ― (402.72)

[402.72]
― ― ― ― ― ―

ラフィーネ吉田 
（京都市左京区） ― ― (157.46)

[157.46]
― ― ― ― ― ―

ポラリス桂川 
（京都市西京区） ― ― (680.92)

[680.92]
― ― ― ― ― ―

小計 (288.44)
―

  
― 

(11,943.62)
[12,416.00]

472.38
46,234 291 ― ― 46,526 ―

合計 (411.00)
1,248.29

220,564 
(12,518.36)
[12,416.00]
1,321.07

181,799 1,290 2,352 6,001 412,008 57



(注) １ 投下資本の金額は、帳簿価額であります。 

２ 建物及び土地の面積中( )内は、賃借中のもので外書で示しております。 

３ 建物の面積中[ ]内は、賃貸中のもので内書で示しております。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

投資予定額
資金調達
方法 

着手
年月 

完了予定 
年月 

完成後の
増加能力 総額 

(百万円) 
既支払額
(百万円) 

商業施設 
(京都府精華町) 

複合商業 
施設 

900 81 借入金
平成18年
７月 

平成18年 
12月 

売上高 
60百万円 
(３ヶ月分) 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 
(1) 【株式の総数等】 
① 【株式の総数】 

  

(注) 平成18年６月23日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同日より17,000株増

加し、40,000株となっております。 
  
② 【発行済株式】 

  

(注) 提出日現在の発行数には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式

数は、含まれておりません。 
  
(2) 【新株予約権等の状況】 
新株予約権 

  
  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 
普通株式 40,000
計 40,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月26日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 12,284 12,290
大阪証券取引所
（ヘラクレス） 

― 

計 12,284 12,290 ― ― 

株主総会の特別決議日（平成14年６月27日）

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日) 

新株予約権の数 
156個 (注)1 
   (注)3 
   (注)4 

156個 (注)1
   (注)3 
   (注)4 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 
156株 (注)3 
   (注)4 

156株 (注)3
   (注)4 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり69,000円 (注)3
          (注)4 

同左

新株予約権の行使期間 
平成14年９月１日～
平成19年８月31日 

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本 
組入額 

発行価格  １株当たり 69,000円
  (注)3
  (注)4
資本組入額 １株当たり 34,500円
  (注)3
  (注)4

同左

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割当を受けたもの
は、権利行使時においても、当社の
取締役・監査役・従業員及び主要取
引先経営幹部の地位にあることを要
する。ただし、任期満了による退
任、定年退職等、その他正当な理由
のある場合はこの限りではない。 
 その他の条件は、本総会及び新株
予約権発行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受け
たものとの間で締結する「新株予約
権割当契約」で定めるところによ
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、買入、その他
の処分は認めない。 

同左



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる千円

未満の端数は切り上げる。 

  また、株式の分割及び時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる千円未満の端数は切り上げる。 

３ 平成15年５月20日開催の取締役会決議に基づき、平成15年９月22日をもって１株を２株に分割いたしました。これによ

り、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数ならびに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資

本組入額が調整されております。 

４ 平成17年７月25日開催の取締役会決議に基づき、平成17年11月22日をもって１株を２株に分割いたしました。これによ

り、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数ならびに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資

本組入額が調整されております。 

５ 11名退職等により、新株予約権の数152個と新株予約権の目的となる株式の数152株は失権しております。 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる千円

未満の端数は切り上げる。 

  また、株式の分割及び時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる千円未満の端数は切り上げる。 

３ 平成17年７月25日開催の取締役会決議に基づき、平成17年11月22日をもって１株を２株に分割いたしました。これによ

り、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数ならびに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資

本組入額が調整されております。 

４ 11名退職等により、新株予約権の数88個と新株予約権の目的となる株式の数88株は失権しております。 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

株主総会の特別決議日（平成16年６月24日）

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日) 

新株予約権の数 
800個 (注)1 
   (注)3 

794個 (注)1
   (注)3 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 800株 (注)3 794株 (注)3

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり183,000円 (注)3 同左

新株予約権の行使期間 
平成16年10月１日～
平成21年９月30日 

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本 
組入額 

発行価格  １株当たり183,000円
  (注)3
資本組入額 １株当たり 91,500円
  (注)3

同左

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割当を受けたもの
は、権利行使時においても、当社の
取締役・監査役・従業員の地位にあ
ることを要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職等、その他正
当な理由のある場合はこの限りでは
ない。 
 その他の条件は、本総会及び新株
予約権発行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当を受け
たものとの間で締結する「新株予約
権割当契約」で定めるところによ
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、買入、その他
の処分は認めない。 

同左

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 新株予約権の権利行使による増加であります。 

２ 平成15年９月22日に、平成15年７月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、所有株式

を１株につき２株の割合をもって分割した結果、2,858株の増加となりました。 

３ 新株予約権の行使による増加分は150株であります。 

４ 平成17年11月22日に、平成17年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、所有株式

を１株につき２株の割合をもって分割した結果、6,044株の増加となりました。 

５ 新株予約権の行使による増加分は279株であります。 

６ 平成18年５月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が６株、資本金が549千円及び資本準備金が549千

円増加しております。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成14年４月１日～ 

平成15年３月31日 (注)1 
25 2,835 3,450 203,950 3,450 169,450

平成15年４月１日～(注)2 

平成16年３月31日 (注)3 
3,008 5,843 11,937 215,887 11,937 181,387

平成16年４月１日～ 

平成17年３月31日 (注)1 
118 5,961 11,790 227,677 11,790 193,177

平成17年４月１日～(注)4 

平成18年３月31日 (注)5 
6,323 12,284 31,641 259,318 31,641 224,818

区分 

株式の状況

端株の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 個人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 4 5 9 5 ― 706 729 ―

所有株式数 
(株) 

― 350 25 2,780 1,224 ― 7,905 12,284 

所有株式数 
の割合(％) 

― 2.85 0.20 22.63 9.97 ― 64.35 100 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) 平成17年９月30日時点において主要株主であった「ゴールドマン・サックス・インターナショナル」（常任代理人ゴールド

マン・サックス証券会社東京支店）は平成18年３月14日付で、保有する当社株式を一部売却した旨の報告がありましたの

で、当社主要株主でなくなりました。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

  

氏名又は名称 住所 
所有株式数

(株) 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(％) 

兼 近 正 美 京都市左京区 3,230 26.29

有限会社エルフ 京都市左京区松ケ崎御所ノ内町６番４ 1,400 11.39

大阪中小企業投資育成株式会社 大阪市北区堂島浜１丁目２－６ 1,320 10.74

ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 
(常任代理人 
 ゴールドマン・サックス証券 

会社東京支店) 

133 ＦＬＥＥＴ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤ
ＯＮ ＥＣ４Ａ ２ＢＢ, Ｕ.Ｋ 

  
東京都港区六本木６丁目10番１号 

六本木ヒルズ森タワー 

1,011 8.23

兼 近 朱 美 京都市左京区 560 4.55

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２丁目４－６ 335 2.72

村 岡 克 彦 滋賀県大津市 267 2.17

白 鳥 康 一 栃木県真岡市 210 1.70

エイチエスビーシー バンク ピ
ーエルシー アカウント アトラ
ンティス ジャパン グロース 
ファンド 
(常任代理人 
 香港上海銀行東京支店) 

２ ＣＯＰＴＨＡＬＬ ＡＶＥＮＵＥ，Ｌ

ＯＮＤＯＮ，ＥＣ２Ｒ ７ＤＡ ＵＫ 

  

  
東京都中央区日本橋３丁目11番１号 

190 1.54

柳 田 和 典 滋賀県大津市 174 1.41

計 ― 8,697 70.7

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,284 12,284 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 12,284 ― ― 

総株主の議決権 ― 12,284 ― 



② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、第１回及び第２回が定時株主総会において決

議されております。 

①第１回 

平成14年６月27日第９回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役、監査役、従業員及び主要取引先経営幹部

に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成14年６月27日の定時株主総会において特別決議

されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

  

②第２回 

平成16年６月24日第11回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役、監査役、従業員に対して特に有利な条件

をもって新株予約権を発行することを平成16年６月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役４・監査役２・従業員47及び主要取引先経営幹部１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 156 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



  

(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

  ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、１株の100分の１の整数倍に当たる部分は、新株予約権の目的たる株

式の数としてこれを取扱い、１株の100分の１に満たない端数の部分はこれを切捨てる。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承認される場合、または当社が新設分割もしくは

吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

２ 新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定される１株当たりの払込金額に１個の株式数を乗じた金額とする。 

１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）における

大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額（千円未満の端数は切上げ）とする。 

ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（取引が成立しない場合は、その前日の終値）を下回る場合は、当該終値と

する。 

なお、新株予約権の発生日後、株式分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる

千円未満の端数は切上げる。 

また、時価を下回る価額で新株を発行するときまたは、自己株式を処分するとき（新株予約権の行使により新株を発行す

る場合は除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整による千円未満の端数は切上げる。 

３ 権利行使についての条件は次のとおりであります。 

①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。

ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 

②新株予約権の譲渡、質入れ、相続、その他処分は認めない。 

③その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結す

る「新株予約権申込証兼新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

  

決議年月日 平成16年６月24日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役６・監査役２及び従業員50

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 800 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 (注)2 

新株予約権の行使期間 平成16年10月１日～平成21年９月30日

新株予約権の行使の条件 (注)3 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、買入、その他の処分は認めない。

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

株式分割または株式併合の比率 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 
  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 
  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 
  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社は株主に対する利益還元を重要政策の一つと捉えており、業績に対応した配当を実施することを基本に、株主

資本利益率の向上と内部留保の充実を図りつつ、今後の事業展開を併せて勘案し決定する方針を採っております。 

このような基本方針に基づき、当事業年度(平成18年３月期)におきましては１株当たり4,500円の配当を実施いたし

ます。その結果、当事業年度の配当性向は21.4％となりました。 

内部留保資金につきましては、運転資金及び企業体質の充実強化のために活用し、事業の拡大に努めてまいりたい

と考えております。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) １ 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

２ ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

  

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 390,000 329,000
415,000
※330,000 

590,000
699,000
※281,000 

最低(円) 248,000 221,000
300,000
※161,000 

288,000
360,000
※193,000 

月別 
平成17年 
10月 

11月 12月
平成18年
１月 

２月 ３月 

最高(円) 280,000 264,000 258,000 271,000 260,000 281,000

最低(円) 215,000 229,000 229,000 204,000 193,000 212,000



５ 【役員の状況】 

  

(注) 取締役総務部長宮本篤彦は、代表取締役社長兼近正美の長女の配偶者であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

代表取締役 
社長   兼 近 正 美 昭和26年７月10日生

昭和45年４月 大和ハウス工業株式会社入社 

3,230昭和61年10月 同社京都集合住宅営業所所長 

平成５年10月 当社設立 代表取締役社長(現任) 

専務取締役   柳 田 和 典 昭和26年９月５日生

昭和49年４月 大和ハウス工業株式会社入社 

174

昭和53年11月 株式会社山京入社 

平成５年10月 当社設立 取締役営業部長 

平成７年６月 専務取締役営業部長 

平成10年４月 専務取締役営業部長兼レストラン

部長 

平成11年４月 専務取締役営業部長 

平成15年６月 専務取締役（現任） 

取締役 建設部長 丸 田 修 己 昭和29年６月23日生

昭和48年４月 株式会社田中工務店入社 

60
平成６年８月 当社入社 

平成７年12月 取締役工事部長 

平成10年４月 取締役建設部長(現任) 

取締役 営業部長 村 川 英 夫 昭和31年７月６日生

昭和56年５月 株式会社山京入社 

34
平成７年８月 当社入社 

平成13年８月 当社営業部次長 

平成15年６月 取締役営業部長（現任） 

取締役 経理部長 桜 井 友 紀 昭和40年10月29日生

平成４年５月 税理士登録 桜井友紀税理士事務

所開業 

60

平成９年１月 当社入社 

平成10年４月 管理部経理課次長 

平成16年４月 管理部部長代理 

平成18年４月 財務部部長 

平成18年６月 取締役経理部長（現任） 

取締役 総務部長 宮 本 篤 彦 昭和39年７月14日生

昭和63年４月 株式会社滋賀銀行入行 

40平成18年５月 当社入社 管理部部長代理 

平成18年６月 取締役総務部長（現任） 

監査役 
常勤   松 本 明 夫 昭和12年５月19日生

昭和33年４月 株式会社京都ホテル入社 

4

昭和62年３月 同社取締役 

平成10年３月 同社退社 

平成10年10月 当社顧問 

平成14年６月 当社監査役(現任) 

監査役   藤 井 國 雄 昭和９年７月16日生

昭和28年４月 京都証券取引所入所 

24

昭和50年10月 株式会社ワコール入社 

平成８年６月 有限会社藤井事務所開設 

平成10年２月 当社顧問 

平成14年６月 当社監査役(現任) 

計 3,626



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識すると

ともに、経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定体制と株主重視の公正な経営システムを構築、維持することが

経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 

このような考え方のもとに、株主の皆様や、顧客、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダー（利害関係

者）との良い関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会、監査役、会計監査人など、法令上の機能制度を一層

強化・改善しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 

また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、今後も一段の経営の透明性を高めて

まいります。 

  

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

①会社の機関の基本説明 

当社取締役会は、取締役員数５名（平成18年３月末現在）により構成され、定時取締役会を開催し、重要な意思

決定を行うことはもとより、機関のなかに代表取締役社長を議長とする「要務役員会」を設けて月１回開催し、取

締役、監査役及び各部門責任者が出席することにより、経営理念の徹底と充実を図りつつ、経営を監視することに

大きな役割を果たしております。 

「当要務役員会は取締役会を補完する決議機関として、取締役会規則に定められた事項以外の会社経営全般にわ

たる基本的な方針、計画の樹立、経営活動の効率的な推進策につき審議し、経営の予防的監視の立場で監査役の出

席を求めることにより、社長の業務執行に資することを目的とする。」旨を定めております。 

②主要経営会議体の運営状況 

(a)要務役員会 「要務役員会規則」第１条（目的）のとおりで月１回実施している。 

(b)営業会議  受注・売上・回収に関する審議を毎週月曜日に行っている。 

(c)全体会議  社長の経営方針・各担当役員の業務報告・各部門責任者の発表などを四半期毎に行っている。 

当社では、取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、取締役会の他に、

「要務役員会」、「営業会議」と「全体会議」を設けております。 

要務役員会は代表取締役社長が議長となり、取締役、監査役及び各部門責任者によって構成し、営業会議は、営

業部門の責任者で構成し、全体会議は要務役員会メンバー及び全社員が出席して進めております。 



③当社の業務執行・監視体制の状況 

当社の業務執行・監視体制は下記の「図１」のとおりであります。 

「図１」 

 

  

  

④内部統制システムの整備の状況 

当社は、経営執行機能が経営目的にかなった効率的な業務遂行するために、組織、職務、職責、業務執行に関す

る諸規定をはじめ、業務フローを整備しており、内部監査規定により、会社業務の運営ならびに財産の運用及び保

全が、諸法令・諸規定に定められた基準に適合しているかを検討し、経営の合理化・改善向上を図っております。 

内部監査の状況は、代表取締役社長の命により総務部総務課の責任者が、期初に内部監査計画を策定し、当該計

画に基づき継続的に監査実施しております。 

監査結果は、被監査部門に対しては、監査結果を説明し事実関係の確認を求め、指摘事項を監査報告書にまと

め、代表取締役社長に対して報告されており、結果により改善が必要と認めた事項については、対策を指示してお

ります。 

監査役は、改善の実施状況を定期的に報告させることにより、効率性の高い監査を実施しております。 

また、当該責任者は、監査法人及び監査役と密接な連絡を保ち、監査効率の向上に努めております。 



⑤監査役と内部監査部門の連携状況 

当社内部監査の状況は、代表取締役社長の命により総務部総務課の責任者が、期初に内部監査計画を策定し、当

該計画に基づき継続的に監査実施しております。 

監査結果は、被監査部門に対し、監査結果を説明し事実の確認を求めたうえで、指摘事項を監査報告書にまと

め、代表取締役社長及び監査役に報告されており、監査役は、改善の実施状況を定期的に報告させることにより、

有効な監査を実施しております。 

  

  ⑥監査役と監査法人の連携状況 

   当社は、証券取引法に基づいて、毎期監査法人トーマツによって監査を受けており、当社監査役は、期初に当監

査法人より会計監査計画書の提示・説明を受けております。 

   また、当社監査役は、半期ごとに行われる監査法人による会計監査においても実施報告書の提示・説明を受け、

質疑応答を行っております。 

   なお、当社の内部監査責任者により期中に行われる監査においては、その結果報告を受けて、監査役自ら適時実

査を行っております。 

  

⑦業務を執行した公認会計士の氏名 

(イ) 所属する監査法人名 

監査法人トーマツ 

(ロ) 指定社員 

代表社員 公認会計士 石田  昭 

代表社員 公認会計士 高橋 一浩 

(ハ) 監査業務に係る補助者の構成 

監査業務に係る補助者は公認会計士２名、会計士補３名が関与しております。 

  

 (2) リスク管理体制の整備状況 

   当社の事業等を取り巻くリスクとして次のようなものがあり、不足の事態に備える為に「リスク管理規定」を制

定し、役員のリーダーシップのもとに管理体制を構築しております。四半期ごとに役職員全員の会議において、リ

スクに対して緊急事態を予測・予防すべく、教育、管理・連絡体制の徹底を図っております。 

    １．建設事業に関わる景気動向、金利動向、税制等の影響 

    ２．不動産事業に関わる地価、賃貸相場等の影響 

    ３．法令、規制等の遵守が出来なかった場合の影響 

    ４．品質に関して重大な不具合発生の影響 

    ５．個人情報、経営情報の漏洩に関して社会的信用等の影響 

  



(3) 役員報酬の内容 

（注） １ 役員報酬限度額 

 ①取締役 

  年額300,000千円以内、ただしこの報酬限度額には使用人兼務取締役の使用人給与分を含んでおりません。 

 （平成17年６月24日株主総会決議による） 

 ②監査役 

  年額10,000千円以内 

 （平成11年７月30日株主総会決議による） 

 ２ 上記のほか次の支払額があります。 

 ①使用人兼務取締役の使用人給与相当額 

 （賞与含む）18,230千円 

 ②平成17年６月24日開催の定時株主総会決議に基づく退職慰労金456千円を支給しております。 

３ 期末日現在の取締役の人員は５名、監査役は２名であります。 

  

(4) 監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬９百万円。 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

区分 
取締役 監査役 計 

支給人員 
（名） 

支給額
（千円） 

支給人員
（名） 

支給額
（千円） 

支給人員
（名） 

支給額 
（千円） 

定款または株主総会決議に

基づく報酬 
５ 67,440 ２ 3,000 ７ 70,440

利益処分による役員賞与 ２ 5,500 ２ 800 ４ 6,300

計   72,940  3,800   76,740



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)第２条に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)により作成して

おります。 

ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きに

より、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及び当

事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けて

おります。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  757,326 998,903  

２ 完成工事未収入金  48,703 234,954  

３ 不動産事業等未収入金  3,421 4,870  

４ 販売用不動産 ※１  203,086 482,722  

５ 未成工事支出金  317,177 450,376  

６ 仕掛販売用不動産 ※１  1,036,429 1,275,039  

７ 商品  563 371  

８ 前払費用  20,422 16,844  

９ 繰延税金資産  41,579 17,515  

10 その他流動資産  9,189 16,081  

  貸倒引当金  △9,000 ―  

流動資産合計  2,428,900 78.8 3,497,679 83.2

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 ※１ 346,764 353,541    

減価償却累計額 155,333 191,431 171,741 181,799  

(2) 構築物 ※１ 7,512 7,512    

減価償却累計額 5,940 1,571 6,221 1,290  

(3) 車両 11,729 11,729    

減価償却累計額 8,292 3,437 9,376 2,352  

(4) 工具器具及び備品 19,497 20,997    

減価償却累計額 13,437 6,060 14,996 6,001  

(5) 土地 ※１  220,564 220,564  

(6) 建設仮勘定  1,379 11,300  

有形固定資産合計  424,443 13.8 423,308 10.0

２ 無形固定資産     

(1) 商標権  1,589 1,321  

(2) ソフトウェア  1,880 1,141  

(3) 電話加入権  1,441 1,441  

無形固定資産合計  4,910 0.1 3,903 0.1

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  40,832 40,072  

(2) 長期前払費用  30,390 34,950  

(3) 差入保証金  116,306 152,829  

(4) 繰延税金資産  7,848 13,084  

(5) その他投資等  42,352 50,470  

   貸倒引当金  △11,946 △11,034  

投資その他の資産合計  225,783 7.3 280,372 6.7

固定資産合計  655,137 21.2 707,583 16.8

資産合計  3,084,038 100.0 4,205,264 100.0

      



  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 工事未払金  405,568 652,554  

２ 不動産事業等未払金  11,679 28,643  

３ 短期借入金 ※１  240,000 1,000,000  

４ １年内返済予定 
  長期借入金 

※１  213,070 91,272  

５ １年内償還予定社債  200,000 ―  

６ 未払金  9,377 21,385  

７ 未払費用  8,558 9,572  

８ 未払法人税等  90,830 86,768  

９ 未払消費税等  ― 6,706  

10 未成工事受入金  293,500 28,030  

11 不動産事業等受入金  1,750 1,000  

12 預り金  16,840 23,105  

13 前受収益  5,970 8,251  

14 賞与引当金  20,000 24,000  

流動負債合計  1,517,147 49.2 1,981,290 47.1

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  ― 200,000  

２ 長期借入金 ※１  85,890 279,618  

３ 退職給付引当金  20,021 23,507  

４ 預り保証金  68,048 59,018  

固定負債合計  173,959 5.6 562,143 13.4

負債合計  1,691,106 54.8 2,543,434 60.5

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  227,677 7.4 259,318 6.2

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  193,177 224,818  

資本剰余金合計  193,177 6.3 224,818 5.3

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  13,000 13,000  

２ 任意積立金     

別途積立金  747,600 897,600  

３ 当期未処分利益  210,451 266,521  

利益剰余金合計  971,051 31.5 1,177,121 28.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※３  1,025 0.0 572 0.0

資本合計  1,392,931 45.2 1,661,829 39.5

負債・資本合計  3,084,038 100.0 4,205,264 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    

１ 完成工事高 3,073,580 3,192,560   

２ 不動産事業等売上高 1,546,041 4,619,621 100.0 1,855,747 5,048,308 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 完成工事原価 2,469,624 2,599,359   

２ 不動産事業等売上原価 1,218,828 3,688,452 79.8 1,502,020 4,101,380 81.2

売上総利益    

完成工事総利益 603,955 593,201   

不動産事業等総利益 327,213 931,168 20.2 353,726 946,927 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員報酬 71,580 70,440   

２ 従業員給料手当 144,789 138,092   

３ 賞与引当金繰入額 13,319 15,227   

４ 退職給付費用 3,107 2,818   

５ 法定福利費 22,359 22,693   

６ 福利厚生費 4,507 2,692   

７ 修繕維持費 2,107 2,578   

８ 事務用品費 12,093 13,375   

９ 通信交通費 11,237 12,172   

10 動力用水道光熱費 4,120 3,950   

11 広告宣伝費 8,083 7,330   

12 交際費 11,850 13,209   

13 地代家賃 24,995 21,450   

14 減価償却費 16,470 12,921   

15 租税公課 26,204 28,629   

16 保険料 2,775 3,509   

17 支払手数料 87,669 67,783   

18 雑費 36,041 503,312 10.9 39,194 478,069 9.5

営業利益  427,856 9.3 468,858 9.3



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 16 21   

２ 有価証券利息 360 360   

３ 解約共済返戻金 786 ―   

４ 労災保険還付金 522 ―   

５ 解約違約金 ― 1,500   

６ その他営業外収益 592 2,278 0.0 761 2,642 0.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 13,763 15,274   

２ 社債利息 2,100 2,124   

３ 支払保証料 2,048 1,823   

４ 新株発行費 ― 4,001   

  ５ 社債発行費 ― 17,911 0.4 2,490 25,714 0.5

経常利益  412,222 8.9 445,786 8.8

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益 995 7,604   

  ２ 預り保証金戻入益 ― 995 0.0 23,884 31,489 0.6

Ⅶ 特別損失    

１ たな卸資産評価損 46,000 ―   

２ 固定資産売却損 ※１ 260 ―   

３ 固定資産除却損 ※２ 4,221 379   

   ４ 差入保証金解約損 ― 27,072   

  ５ その他特別損失 ― 50,481 1.0 456 27,907 0.5

税引前当期純利益  362,736 7.9 449,368 8.9

法人税、住民税 
及び事業税 

175,092 170,175   

法人税等調整額 △18,762 156,330 3.4 19,134 189,310 3.7

当期純利益  206,405 4.5 260,057 5.2

前期繰越利益  4,046 6,463 

当期未処分利益  210,451 266,521 

     



完成工事原価報告書 

  

(注) 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっております。 

  

不動産事業等売上原価報告書 

  

(注) 不動産販売にかかる原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっております。 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

材料費 308,856 12.5 287,853 11.1

外注費 1,978,896 80.1 2,086,823 80.3

経費 181,871 7.4 224,682 8.6

(うち人件費) (95,772) (3.9) (113,614) (4.4)

合計 2,469,624 100.0 2,599,359 100.0

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

不動産販売原価    

土地原価 930,995 76.4 1,141,617 76.0

経費 49,566 4.1 87,685 5.8

(うち外注費) (13,389) (1.1) (40,657) (2.7)

小計 980,561 80.5 1,229,303 81.8

不動産賃貸原価    

経費 225,516 18.5 255,266 17.0

(うち賃借料) (194,336) (15.9) (197,769) (13.2)

小計 225,516 18.5 255,266 17.0

その他 12,750 1.0 17,450 1.2

合計 1,218,828 100.0 1,502,020 100.0



③ 【キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前当期純利益  362,736 449,368 

２ 減価償却費  22,804 28,496 

３ 貸倒引当金の減少額  △995 △9,911 

４ 賞与引当金の増加額  6,000 4,000 

５ 退職給付引当金の増加額  3,611 3,486 

６ 受取利息及び受取配当金  △16 △21 

７ 支払利息  15,863 17,399 

８ たな卸資産評価損  46,000 ― 

９ 固定資産除却損  4,221 379 

10 売上債権の増減額（増加：△）  36,262 △187,701 

11 たな卸資産の増加額  △278,578 △657,954 

12 未収消費税の増減額（増加：△）  △4,080 7,422 

13 差入保証金の増加額  △6,640 △36,522 

14 仕入債務の増加額  137,306 263,950 

15 未払消費税の増加額  ― 6,707 

16 未成工事等受入金の増減額（減少：△）  90,849 △266,220 

17 預り保証金の増減額（減少：△）  156 △9,030 

18 その他  19,423 11,385 

19 役員賞与の支払額  △6,300 △6,300 

小計  448,624 △381,065 

20 利息及び配当金の受取額  8 9 

21 利息の支払額  △15,856 △18,805 

22 法人税等の支払額  △207,461 △174,238 

営業活動によるキャッシュ・フロー  225,314 △574,099 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の取得による支出  △21,297 △20,032 

２ 定期預金の預入による支出  △9,200 △32,584 

３ 定期預金の払戻による収入  200 ― 

４ その他  △1,084 △2,918 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △31,381 △55,535 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入れによる収入  1,950,000 2,450,000 

２ 短期借入金の返済による支出  △2,000,000 △1,690,000 

３ 長期借入れによる収入  ― 300,000 

４ 長期借入金の返済による支出  △68,080 △228,070 

５ 社債の償還による支出  ― △200,000 

６ 社債の発行による収入  ― 200,000 

  ７ 株式の発行による収入  23,580 63,282 

  ８ 配当金の支払額  △46,744 △47,585 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △141,244 847,626 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  52,689 217,992 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  704,637 757,326 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 757,326 975,319 

     



④ 【利益処分計算書】 

  

  

  
前事業年度
株主総会承認日 

(平成17年６月24日) 

当事業年度 
株主総会承認日 
(平成18年６月23日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益 210,451 266,521

Ⅱ 利益処分額  

１ 配当金 47,688 55,278  

  (１株につき) (8,000円) (4,500円)  

２ 役員賞与金 6,300 6,300  

  (うち監査役分) (800) (800)  

３ 任意積立金  

別途積立金 150,000 203,988 200,000 261,578

Ⅲ 次期繰越利益 6,463 4,943

   



重要な会計方針 
  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

  決算末日の市場価格等に基づく時

価法 

  (評価差額は、部分資本直入法に

より処理し、売却原価は、移動平

均法により算定) 

(1) その他有価証券 

  時価のあるもの 

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 

  個別法による原価法 

(1) 販売用不動産 

  個別法による原価法 

  (ただし、賃貸に供している販売

用不動産については、定率法（平

成10年４月１日以降に取得した建

物については定額法）により減価

償却を実施しております。) 

  (2) 未成工事支出金 

  個別法による原価法 

(2) 未成工事支出金 

同左 

  

  

(3) 仕掛販売用不動産 

  個別法による原価法 

(3) 仕掛販売用不動産 

同左 

  (4) 商品 

  個別法による原価法 

(4) 商品 

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 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  建物 34～41年 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における見込利

用期間(５年間)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

  法人税法の規定による均等償却 

(3) 長期前払費用 

  均等償却 

４ 繰延資産の処理方法 

  

―― (1) 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理して

おります。 

(2) 社債発行費 

  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備えるた

め、当期に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 



  

  

会計処理方法の変更 

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (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

額に基づき計上しております。 

 ① 採用している退職給付制度の概

要 

   当社は退職一時金制度を採用し

ております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

  

  

 ①      同左 

   ② 退職給付債務の額 

   当期末において従業員が自己都

合により退職した場合の要支給額

の100％を退職給付債務として計

上しております。 

 ②      同左 

   ③ 退職給付費用の額 

退職給付費用 4,253千円

その他 406千円

計 4,659千円

 ③ 退職給付費用の額 

退職給付費用 5,110千円

その他 260千円

計 5,370千円

   ④ 割引率、その他の退職給付債務

等の計算の基礎に関する事項 

   当社は簡便な方法を用いて退職

給付債務等を計算しております。 

 ④      同左 

６ 完成工事高の計上基準  完成工事高の計上基準は、原則とし

て工事完成基準によっておりますが、

長期大型工事(工期１年超かつ請負金

額５億円以上)については工事進行基

準を適用しております。 

 なお、当事業年度において工事進行

基準による完成工事高はありません。 

同左 

７ 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 

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引出可能な預金及び

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

到来する短期投資であります。 

同左 

９ 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 

 税抜方式によっており、控除対象外

消費税等については費用処理しており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

(損益計算書関係) 

  

  

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

  ① 担保に供している資産 

仕掛販売用不動産 127,138千円

建物 170,333千円

構築物 1,571千円

土地 220,564千円

計 519,608千円

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

  ① 担保に供している資産 

販売用不動産 271,068千円

仕掛販売用不動産 466,454千円

建物 117,750千円

構築物 875千円

土地 220,564千円

計 1,076,712千円

  ② 上記に対応する債務 

短期借入金 37,500千円

１年内返済予定長期借入金 209,600千円

長期借入金 83,950千円

計 331,050千円

  ② 上記に対応する債務 

短期借入金 400,000千円

１年内返済予定長期借入金 56,000千円

長期借入金 212,950千円

計 668,950千円

※２ 会社が発行する株式の総数 普通株式 10,000株

   発行済株式の総数     普通株式 5,961株

※２ 会社が発行する株式の総数 普通株式 23,000株

   発行済株式の総数     普通株式 12,284株

※３ 商法施行規則第124条第３号に規定する配当制限

額 

資産の時価評価により増加した 
純資産額 

1,025千円

※３ 商法施行規則第124条第３号に規定する配当制限

額 

資産の時価評価により増加した 
純資産額 

572千円

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

車両 260千円
―― 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 3,911千円

工具器具及び備品 309千円

計 4,221千円

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具及び備品 379千円

   

   

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

  (平成17年3月31日現在) 

現金預金勘定 757,326千円

現金及び現金同等物 757,326千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  (平成18年3月31日現在) 

現金預金勘定 998,903千円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△ 23,584千円

現金及び現金同等物 975,319千円



(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 時価の算定方法 

 上場有価証券 主に東京証券取引所の最終価格によっております。 

  

２ 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 

  

  

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 時価の算定方法 

 上場有価証券 主に東京証券取引所の最終価格によっております。 

  

  種類(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 国債 39,112 40,832 1,720

合計 39,112 40,832 1,720

  
１年以内
(千円) 

１年超５年以内
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

１ 債券  

 (1) 国債・地方債等 ― 40,832 ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 ― ― ― ―

２ その他  

   投資信託 ― ― ― ―

合計 ― 40,832 ― ―

  種類(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 国債 39,112 40,072 960

合計 39,112 40,072 960



２ 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 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度 

  

  

当事業年度 

  

  

  
１年以内
(千円) 

１年超５年以内
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

１ 債券  

 (1) 国債・地方債等 ― 40,072 ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 ― ― ― ―

２ その他 ― ― ― ―

合計 ― 40,072 ― ―

前事業年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 



(税効果会計関係) 

  

  

(持分法損益等) 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18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 

 (繰延税金資産)  

たな卸資産評価損否認額 18,574千円

未払事業税否認 4,441千円

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

7,848千円

賞与引当金 8,076千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,458千円

その他 2,723千円

繰延税金資産合計 50,122千円

 (繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 694千円

繰延税金負債合計 694千円

貸借対照表計上額(純額) 49,427千円

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：流動)  

未払事業税否認 6,734千円

賞与引当金 9,691千円

その他 1,089千円

計 17,515千円

(繰延税金資産：固定)  

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,455千円

退職給付引当金

損金算入限度超過額 
9,016千円

計 13,472千円

 (繰延税金負債：固定)  

その他有価証券評価差額金 387千円

計 387千円

繰延税金資産の純額 30,599千円

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

 (調整)  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
1.3％

住民税均等割等 0.3％

その他 1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負 

担率 
43.1％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

 (調整)  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
1.2％

住民税均等割等 0.2％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負 

担率 
42.1％

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

兼近正美との大津営業所の賃借料は、近隣の家賃等を参考にして同等の価格によっております。 

債務保証に対しては保証料の支払及び担保の提供は行っておりません。 

(注) １ 「議決権等の被所有割合」欄の※１「間接11.74％」は、当社代表取締役社長兼近正美一族が100％出資の㈲エルフが所有

する割合であります。 

２ ※３は、当社の銀行借入について債務保証を受けているものであり、その内の一部は当社専務取締役柳田和典との連帯保

証となっております。 

３ ※４は、当社と京都市農業協同組合との間で「業務委託契約」を締結する上で、委託手数料に対して当社代表取締役社長

兼近正美及び当社専務取締役柳田和典が連帯保証しているものであります。 

４ ※５は、リース車両等のリース料に対して債務保証を受けているものであります。 

５ 上記金額の内、※２の期末残高と※４及び※５に記載の金額には消費税等が含まれており、その他の金額には含まれてお

りません。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 

兼近正美 ― ― 
当社 
代表取締役 
社長 

直接 
25.83 

間接 
11.74 

※１ 

― ―

大津営業所
建物の賃借 

2,514 前払費用 
※２ 220

―  
差入 
保証金 3,000

従業員寮の
賃借 

2,650 前払費用 
※２ 233

― 差入 
保証金 300

債務保証
※３ 
(借入債務) 

148,960   148,960

債務保証
※４ 
(営業債務) 

111   111

債務保証
※５ 63   ―

柳田和典 ― ― 当社 
専務取締役 

直接 
1.40 ― ―

債務保証
※３ 
(借入債務) 

5,410   5,410

債務保証
※４ 
(営業債務) 

111   111



当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 役員及びその近親者 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

宮本美恵子との大津営業所の賃借料及び従業員寮は、近隣の家賃等を参考にして同等の価格によっております。 

(注) １ 「議決権等の被所有割合」欄の※１「間接11.39％」は、当社代表取締役社長兼近正美一族が100％出資の㈲エルフが所有

する割合であります。 

２ ※２は、当社の銀行借入について債務保証を受けているものであり、その内の一部は当社専務取締役柳田和典との連帯保

証となっております。 

３ ※３は、当社と京都市農業協同組合との間で「業務委託契約」を締結する上で、委託手数料に対して当社代表取締役社長

兼近正美及び当社専務取締役柳田和典が連帯保証しているものであります。 

４ 上記の内※２及び※３に記載の金額には消費税等が含まれており、その他の金額には含まれておりません。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 
及び 
その 
近親者 

兼近正美 ― ― 
当社 
代表取締役 
社長 

（被所有）
  
直接 

26.29 
間接 

11.39 
※１ 

― ―

大津営業所
建物の賃借 628 前払費用 ―

従業員寮の
賃借(家賃) 665 前払費用 ―

債務保証
※２ 
(借入債務) 

85,890   ―

債務保証
※３ 
(営業債務) 

418   ―

柳田和典 ― ― 当社 
専務取締役 

（被所有）
  
直接 

1.41 

― ―

債務保証
※２ 
(借入債務) 

1,940   ―

債務保証
※３ 
(営業債務) 

418   ―

宮本 
美恵子 ― ― 代表取締役 

社長の長女 ― ― ―

大津営業所
建物の賃借 

1,885 前払費用 220

― 差入 
保証金 3,000

従業員寮の
賃借(家賃) 

1,997 前払費用 233

― 差入 
保証金 300



(１株当たり情報) 

  

   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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

(重要な後発事象) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 232,617.25円 １株当たり純資産額 134,771.22円 

１株当たり当期純利益金額 33,898.96円 １株当たり当期純利益金額 20,987.29円 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
33,468.07円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
20,482.47円 

    

―― 

 当社は平成17年11月22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          116,308.63円 

１株当たり当期純利益金額        16,949.48円 

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額               16,734,04円 

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益  

当期純利益(千円) 206,405 260,057

普通株主に帰属しない金額(千円) 6,300 6,300

(うち利益処分による役員賞与金)(千円) (6,300) (6,300)

普通株式に係る当期純利益(千円) 200,105 253,757

普通株式の期中平均株式数(株) 5,903 12,091

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 76 298

(うち新株予約権)(株) (76) (298)

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金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

平成16年６月24日定時株主総会決
議新株予約権 
普通株式        568株 

― 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません 同左



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【債券】 

  

  

【有形固定資産等明細表】 

  

(注) 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため前期末残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。 

  

銘柄 券面総額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

 その他有価証券   

  第207回利付国庫債券 40,000 40,072 

計 40,000 40,072 

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産       

 建物 346,764 6,776 ― 353,541 171,741 16,408 181,799

 構築物 7,512 ― ― 7,512 6,221 281 1,290

 車両 11,729 ― ― 11,729 9,376 1,084 2,352

 工具器具及び備品 19,497 3,335 1,835 20,997 14,996 3,014 6,001

 土地 220,564 ― ― 220,564 ― ― 220,564

 建設仮勘定 1,379 16,697 6,776 11,300 ― ― 11,300

有形固定資産計 607,447 26,809 8,611 625,645 202,337 20,787 423,308

無形固定資産       

 商標権 ― ― ― 2,680 1,358 268 1,321

 ソフトウェア ― ― ― 4,416 3,275 738 1,141

 電話加入権 ― ― ― 1,441 ― ― 1,441

無形固定資産計 ― ― ― 8,537 4,634 1,006 3,903

長期前払費用 33,496 5,903 4,449 34,950 ― ― 34,950



【社債明細表】 

  

(注) １ 発行価格   額面100円につき100円 

２ 償還の方法  本社債の元金は、償還期限にその全額を償還する。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

  

  

銘柄 発行年月日 
前期末残高
(千円) 

当期末残高
(千円) 

利率(％) 担保 償還期限

株式会社シード第１回 
社債(注)１,２ 

平成13年 
３月27日 

200,000 ― 1.05 無担保 
平成18年
３月27日 

株式会社シード第２回 
社債(注)１,２ 

平成18年 
３月24日 

― 200,000 1.24 無担保 
平成21年
３月24日 

計 ― 200,000 200,000 ― ― ― 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 240,000 1,000,000 1.134 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 213,070 91,272 1.670 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

85,890 279,618 1.692 平成19年～平成27年

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 538,960 1,370,890 ― ― 

  
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 81,232 68,736 35,400 35,400



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 普通株式の増加原因は、平成17年11月22日をもって１株を２株に分割したためと、新株予約権（ストックオプション）の

権利行使によるものであります。 

２ 資本金及び資本準備金の増加原因は、新株予約権（ストックオプション）の権利行使によるものであります。 

３ 別途積立金の増加原因は、利益処分によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」は洗替による取崩額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金 (千円) 227,677 31,641 ― 259,318

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式(注)１ (株) (5,961) (6,323) (―) (12,284)

普通株式(注)２ (千円) 227,677 31,641 ― 259,318

計 (株) (5,961) (6,323) (―) (12,284)

計 (千円) 227,677 31,641 ― 259,318

資本準備金及び 
その他資本剰余金 

資本準備金      

 株式払込剰余金
 (注)２ 

(千円) 193,177 31,641 ― 224,818

計 (千円) 193,177 31,641 ― 224,818

利益準備金及び 
任意積立金 

利益準備金 (千円) 13,000 ― ― 13,000

任意積立金      

 別途積立金(注)３ (千円) 747,600 150,000 ― 897,600

計 (千円) 760,600 150,000 ― 910,600

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 20,946 11,034 2,306 18,640 11,034

賞与引当金 20,000 24,000 20,000 ― 24,000



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

  

(注) 上記の他、貸借対照表日の翌日から１年を超えて満期日が到来する１年超の定期積金27,500千円が投資その他の資産の「そ

の他投資等」に計上されております。 

  

ロ 完成工事未収入金 

(イ)相手先別内訳 

  

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。 

  

(ロ)滞留状況 

  

区分 金額(千円)

現金 1,081

預金の種類  

当座預金 511,767

普通預金 462,285

定期預金 23,584

別段預金 184

計 997,821

合計 998,903

相手先 金額(千円)

京都市山科区内個人顧客 80,000

京都市南区内個人顧客 62,000

滋賀県栗東市内個人顧客 20,486

株式会社コンセプト 19,150

京都府長岡京市内個人顧客 10,317

その他 43,001

合計 234,954

 平成18年３月期計上額 233,928千円

 平成17年３月以前計上額 1,026 

 計 234,954千円



ハ 不動産事業等未収入金 

(イ)相手先別内訳 

  

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。 

  

(ロ)不動産事業等未収入金の発生及び回収ならびに滞留状況 

  

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。 

  

ニ 未成工事支出金 

  

期末残高の内訳は次のとおりであります。 

  

ホ 販売用不動産 

  

  

相手先 金額(千円)

株式会社和敬 1,863

その他 3,007

合計 4,870

前期繰越高(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高(千円)
  
(Ｂ) 

当期回収高(千円)
  
(Ｃ) 

次期繰越高(千円)
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

3,421 1,855,747 1,854,298 4,870 99.7 0.8

期首残高(千円) 当期支出額(千円) 
完成工事原価への振替額

(千円) 
期末残高(千円) 

317,177 2,732,557 2,599,359 450,376

 材料費 110,872千円

 外注費 267,167 

 経費 72,337 

 (うち人件費) (18,523) 

 計 450,376千円

区分 地域 面積(㎡) 金額(千円) 

土地・建物 京都府 1,387.65 482,722

合計   1,387.65 482,722



ヘ 仕掛販売用不動産 

  

  

ト 商品 

  

  

② 負債の部 

イ 工事未払金 

  

  

地域 面積(㎡) 金額(千円) 

京都府 3,574 106,039

滋賀県 1,536 1,168,999

合計 5,111 1,275,039

品名 金額(千円)

介護用品 371

合計 371

相手先 金額(千円)

株式会社太田工業 46,907

有限会社大基建設 28,884

三洋興業株式会社 28,218

有限会社たかやまリクレイム 26,962

有限会社アイダ電機 25,207

その他 496,373

合計 652,554



ロ 不動産事業等未払金 

  

  

ハ 未成工事受入金 

  

(注) 損益計算書の完成工事高及びそれに係る仮受消費税等との合計額3,352,188千円と、上記完成工事高への振替額3,351,120千

円(消費税等を含む)との差額は、完成工事未収入金残高の当期発生額1,067千円(消費税等を含む)であります。 

  

(3) 【その他】 

特記事項はありません。 

相手先 金額(千円)

有限会社たかやまリクレイム 8,468

セントラル警備保障株式会社 5,512

中原工業株式会社 2,152

有限会社佐々木塗装工業 1,575

京都府府税事務所 1,565

その他 9,369

合計 28,643

期首残高(千円) 当期受入額(千円) 
完成工事髙への振替額

(千円) 
期末残高(千円) 

293,500 3,085,650 3,351,120 28,030



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

（注） 平成18年６月23日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当会社の公告方法は次のとおりとなりまし

た。 

 当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じ

たときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 

  http://www.seed-kyoto.co.jp 

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
大阪市中央区北浜二丁目２番21号
中央三井信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 本店および全国各支店
日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

株券喪失登録   

  株券喪失登録申請料 １件につき  9,030円（消費税等を含む）

  株券登録料 株券１枚につき 525円（消費税等を含む）

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

該当事項はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 

(第12期) 
自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

  平成17年６月27日 
近畿財務局長に提出 

            

(2) 
  

有価証券報告書 
の訂正報告書 

事業年度 

(第12期) 
自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日   

平成17年８月４日 
近畿財務局長に提出 

          
(3) 半期報告書 (第13期中) 自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日
  平成17年12月16日 
近畿財務局長に提出 

            
(4) 臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第４号（主要株主の異動）の規
定に基づく臨時報告書 

  平成18年４月18日 
近畿財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  

株式会社シード 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社シードの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社シードの平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

平成１７年６月２４日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  高  橋  一  浩  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  山  口  弘  志  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

株式会社シード 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社シードの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社シードの平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

平成１８年６月２３日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  石  田     昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士  高  橋  一  浩  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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