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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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）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金額については、潜在株式が存在していないため、また、第19期は当

期純損失を計上しているため記載しておりません。 

３．第19期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

４．１株当たり純資産額、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の各数値は発行済株式総数

から自己株式数を控除して計算しております。 

５．第17期より、１株当たり純資産額、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の算定にあた

っては、「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。 

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20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 (百万円) 83,590 62,809 64,219 68,224 70,637 

経常利益 (百万円) 9,504 3,884 4,152 5,154 7,721 

当期純利益又は当期純損

失（△） 
(百万円) 4,890 1,802 2,125 △6,309 573 

純資産額 (百万円) 39,915 40,840 41,848 34,588 34,395 

総資産額 (百万円) 142,519 132,764 129,047 108,639 116,363 

１株当たり純資産額 （円） 1,535.23 1,567.54 1,626.92 1,349.88 1,340.17 

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（△） 

（円） 188.09 66.08 79.50 △249.04 17.21 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 28.0 30.8 32.4 31.8 29.6 

自己資本利益率 （％） 12.9 4.4 5.1 △16.5 1.7 

株価収益率 （倍） 5.7 10.7 18.5 － 123.8 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) 10,709 △18,156 11,365 10,496 8,629 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △5,317 6,200 83 2,822 △510 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △11,083 5,653 △8,998 △13,897 5,468 

現金及び現金同等物の期

末残高 
(百万円) 30,016 23,768 26,218 25,640 39,227 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

（人） 
391 

(452) 

367 

(468) 

363 

(479) 

377 

(485) 

400 

(511) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （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金額については、潜在株式が存在していないため、また、第19期は当

期純損失を計上しているため記載しておりません。 

３．第19期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

４．１株当たり純資産額、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の各数値は発行済株式総数

から自己株式数を控除して計算しております。 

５．第17期より、１株当たり純資産額、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の算定にあた

っては、「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。 

６．第20期の１株当たり配当額には、設立20周年記念配当10円を含んでおります。 

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20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 (百万円) 79,450 58,614 60,198 64,581 66,743 

経常利益 (百万円) 9,124 3,662 4,820 4,832 7,419 

当期純利益又は当期純損

失（△） 
(百万円) 4,820 1,762 2,087 △6,605 1,294 

資本金 (百万円) 3,537 3,537 3,537 3,537 3,537 

発行済株式総数 （千株） 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 

純資産額 (百万円) 38,602 39,496 40,467 32,910 33,438 

総資産額 (百万円) 131,577 122,907 119,437 101,177 109,402 

１株当たり純資産額 （円） 1,484.72 1,515.86 1,573.12 1,284.26 1,302.75 

１株当たり配当額 

（内１株当たり中間配当

額） 

（円） 
30.00 

(－) 

30.00 

(－) 

30.00 

(－) 

30.00 

(－) 

40.00 

(－) 

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（△） 

（円） 185.41 64.53 78.03 △260.59 45.40 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 29.3 32.1 33.9 32.5 30.6 

自己資本利益率 （％） 13.2 4.5 5.2 △18.0 3.9 

株価収益率 （倍） 5.8 11.0 18.8 － 46.9 

配当性向 （％） 16.2 46.5 38.4 － 88.1 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

（人） 
267 

(17) 

237 

(23) 

232 

(18) 

241 

(17) 

249 

(17) 



２【沿革】 

年月 概況 

昭和61年４月 明和地所株式会社を横浜市西区に設立 

昭和61年６月 宅地建物取引業免許（神奈川県知事免許）を取得 

昭和61年６月 明和管理株式会社を設立 

昭和62年７月 札幌市中央区に札幌営業所を開設 

昭和62年７月 宅地建物取引業免許を建設大臣免許に切り替え 

昭和63年４月 損害保険代理業を開始 

昭和63年５月 明和サービス株式会社を設立 

平成元年１月 明和エージェンシー株式会社を設立 

平成元年８月 東京都渋谷区に渋谷支店を開設 

平成元年９月 明和ファイナンス株式会社を設立 

平成２年３月 神奈川造機株式会社が宅地建物取引業免許（建設大臣免許）を取得 

平成２年４月 株式額面変更のため神奈川造機株式会社に吸収合併されると同時に明和地所株式会社に商号変更 

平成２年11月 東京都中央区に新橋支店を開設 

平成４年８月 生命保険の募集に関する業務を開始 

平成４年10月 本社・渋谷支店・新橋支店の統合を目的とし東京都渋谷区の新本社ビルに移転 

平成６年５月 総供給戸数10,000戸を達成したクリオシリーズ第285棟「クリオ東村山壱番館」を販売開始 

平成８年９月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 

平成９年６月 明和商事株式会社（現明和総合商事株式会社）を設立 

平成９年９月 横浜市西区に横浜支店を開設 

平成10年９月 東京証券取引所市場第一部に指定 

平成10年12月 総供給戸数20,000戸を達成したクリオシリーズ第478棟「クリオレジダンス東京」を販売開始 

平成11年10月 明和総合商事株式会社は、明和サービス株式会社、明和エージェンシー株式会社を吸収合併 

（存続会社：明和総合商事株式会社） 

平成11年12月 第２明和ビル完成 

平成12年７月 札幌営業所を支店に改称 

平成13年１月 東京都武蔵野市に西東京支店開設 

平成13年７月 横浜支店、西東京支店を本社に統合 

平成13年８月 株式会社明和ニュースチール・ホームズを設立 

平成14年12月 明和地所住宅販売株式会社を設立 

平成15年２月 明和総合商事株式会社は、株式会社明和ニュースチール・ホームズを吸収合併 

（存続会社：明和総合商事株式会社） 

平成17年２月  総供給戸数30,000戸を達成したクリオシリーズ第641棟「クリオ横須賀海岸通り」を販売開始 

平成17年８月 明和管理株式会社が、明和ライフサポート株式会社を設立 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当連結会計年度において子会社（明和ライフサポート㈱）及び関連会

社（㈱アキシオン）が各１社増加し、当社及び関係会社６社により構成されております。当社グループでは不動産販売

事業を中心として、不動産賃貸事業、不動産管理事業、不動産管理請負事業、住設企画販売事業、金融関連事業、広告

宣伝事業及び人材派遣事業などのその他の関連事業を展開しております。 

 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当連結会計年度末での位置付けは次のとおりでありま

す。なお、非連結子会社である明和地所住宅販売㈱につきましては、現在営業活動を停止しているため以下の図及び文

章には記載しておりません。また、関連会社㈱アキシオンにつきましては、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微でありかつ重要性がないため、持分法を適用しておりません。 

不動産販売事業 

 当社及び関連会社である㈱アキシオンはマンション等の開発分譲及び不動産販売代理事業を行っております。 

不動産賃貸事業 

 当社及び連結子会社である明和管理㈱及び明和総合商事㈱はマンション等の賃貸を行っており、明和総合商事㈱は

賃貸斡旋及び売買仲介業務を一部行っております。 



その他事業 

（不動産管理事業） 

 明和管理㈱は、当社が分譲したマンション等の総合管理サービスを主に行っております。 

（住設企画販売事業） 

 明和総合商事㈱は、当社が分譲したマンションを購入したお客様に対して、より快適なマンションライフを演

出するインテリア用品、住設機器の企画・販売業務を主に行っております。 

（金融関連事業） 

 連結子会社である明和ファイナンス㈱は、当社が分譲したマンションを購入したお客様に対して購入資金の貸

付業務等を主に行っております。 

（広告宣伝事業） 

 明和総合商事㈱は、当社が分譲するマンションの広告代理業務を一部行っております。 

（人材派遣事業） 

 連結子会社である明和ライフサポート㈱は、当社が分譲したマンション等の管理・清掃業務の請負及び同要員

の人材能力の開発、派遣を主に行っております。 



４【関係会社の状況】 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．議決権の所有割合の（ ）は、間接所有割合で内数で記載しております。 

５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数（当社グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用

者数（契約社員、常用パート、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含んでおります。）は、年間の平均

人員を（ ）内に外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（契約社員を含んでおります。）は、年間の平均人員を（ ）

内に外数で記載しております。 

２．平均年間給与は税込支払給与額であり、基準外賃金、賞与及びその他の臨時給与を含めております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満かつ良好に推移しております。 

会社名 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割合

（％） 
関係内容 

（連結子会社）       

明和ファイナンス 

株式会社 

東京都 

渋谷区 
200 その他事業 99.1 

① 役員の兼任等…兼任３名 

② 資金の援助……金融機関からの

借入に対する債

務保証 

債務保証等残高  3,608百万円 

（連結子会社）      

明和管理株式会社 
東京都 

渋谷区 
400 その他事業 100.0 

① 役員の兼任等…兼任３名 

② 資金の援助……金融機関からの

借入に対する債

務保証 

債務保証等残高   329百万円 

（連結子会社）      

明和総合商事株式会

社 

東京都 

渋谷区 
330 その他事業 100.0 ① 役員の兼任等…兼任１名 

（連結子会社）      

明和ライフサポート 

株式会社 

神奈川県 

横浜市 
10 その他事業 

100.0 

(100.0) 
① 役員の兼任等…兼任２名 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

不動産販売事業 249 (17) 

不動産賃貸事業 9 (7) 

その他事業 142 (487) 

合計 400 (511) 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

249（17） 30.3 4.8 5,730,156 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、資源・エネルギー価格の高騰などのリスク要因があったものの、輸出が底堅

く推移し、企業業績の回復を背景とした設備投資の拡大が持続したことや、雇用・所得情勢の改善を受けた個人消費の

持ち直しから回復基調を維持しました。 

当マンション業界におきましては、地価やオフィスビル・商業施設における賃料の底打ち感など脱デフレの動きに加

え、Ｊ－ＲＥＩＴや不動産投資ファンドに代表される不動産投資市場の拡大により、投資家向けマンション需要は好調

に推移いたしました。当社の主要営業基盤である首都圏においては、団塊ジュニア世代による住宅取得ニーズや、安全

性・利便性を求めるシニア層の需要が増加しており、ユーザー向け市場も堅調な推移となりました。 

しかしながら、高水準の供給、用地取得競争の激化、量的緩和策解除による住宅ローン金利の上昇などの要因もあ

り、営業環境は予断を許さないものと考えられます。 

このような状況の中で、当社グループは、高い利便性、セキュリティ機能や耐震性の強化などユーザー層のニーズを

先取りした高品質の商品開発に注力するとともに、積極的な営業活動を展開し、業績の向上に努めてまいりました。同

時に、設計段階での二重チェック体制（ピアチェック）を始めとした建設品質管理システム（トリニティ・アイズ）を

導入し、ユーザー層に安心を提供する施策に逸早く取り組みました。 

この結果、当期の業績は次のとおりとなりました。なお、財務面では、当連結会計年度より「固定資産の減損に係る

会計基準」を適用しております。 

（連 結） 

（単 体） 

区   分 当期実績 前期実績 
増     減 

金   額 増 減 率 

売上高       70,637百万円 68,224百万円    2,412百万円 3.5% 

営業利益      8,501百万円 6,237百万円 2,264百万円 36.3% 

経常利益      7,721百万円 5,154百万円 2,566百万円 49.8% 

当期純利益又は 

当期純損失(△) 
       573百万円 △ 6,309百万円 6,882百万円 － 

区   分 当期実績 前期実績 
増     減 

金   額 増 減 率 

売上高       66,743百万円 64,581百万円 2,162百万円 3.3% 

営業利益      8,091百万円 5,766百万円 2,325百万円 40.3% 

経常利益      7,419百万円 4,832百万円 2,586百万円 53.5% 

当期純利益又は 

当期純損失(△) 
      1,294百万円 △ 6,605百万円 7,899百万円 － 



（2）連結セグメント別の業績 

各セグメントの売上高は、外部顧客に対する売上を記載しております。 

①不動産販売事業（マンション等の開発分譲） 

不動産販売事業におきましては、空中庭園の緑が美しい「クリオ八王子横山町」、陽光と微風の生活舞台「ク

リオさいたま新都心」、首都圏初の手のひら静脈認証を導入した「クリオ湘南茅ヶ崎」、環境に配慮したオール

電化住宅「クリオ町田駅前」など、当連結会計年度中に1,699戸を販売したこと等により、売上高は65,668百万

円（前期比3.6%増）、営業利益7,953百万円（前期比41.5%増）となりました。 

売上の状況は次のとおりであります。 

②不動産賃貸事業（不動産賃貸及び付随業務） 

不動産賃貸事業におきましては、売上高は1,726百万円（前期比2.1%増）、営業利益768百万円（前期比0.4%

減）となりました。 

③その他事業 

その他事業におきましては、不動産管理事業、住設企画販売事業を主体に、売上高は3,241百万円（前期比

3.7%増）、営業利益178百万円（前期比43.5%減）となりました。 

（3）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益

が46億74百万円となり、長期借入金の返済が279億35百万円であったものの、営業キャッシュ・フローは86億29百万

円を確保したことに加え、長期借入金による収入が351億70百万円であり、前連結会計年度末に比べ135億87百万円増

加し、当連結会計年度末には392億27百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失31億22百万円控除後の税金等調整前当期純利益46億74百万円を

確保したことに加えて、仕掛販売用不動産の増加108億96百万円の一方で、販売活動が好調であったため販売用不

動産が同水準の103億6百万円減少する等順調な事業活動を展開したことにより、86億29百万円の資金の増加（前年

同期比18億67百万円減）となりました。 

（投資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・フローは、5億10百万円の資金の減少（前連結会計年度は28億22百万円の増加）と

なりました。主たる要因は、固定資産の取得による資金の減少2億32百万円、定期預金の預入による資金の減少4億

94百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、54億68百万円の増加（前連結会計年度は138億97百万円の減少）となり

ました。主たる要因は、不動産販売事業に伴う借入金の増加によるものであります。 

区   分 
当期実績 
（Ａ） 

前期実績 
（Ｂ） 

（Ａ）－（Ｂ） 

中高層住宅 
戸 数      1,699戸 1,577戸 122戸

売上高       57,449百万円 51,975百万円 5,474百万円

土地・建物 
戸 数 － 戸 － 戸 － 戸

売上高       8,219百万円 11,430百万円 △3,211百万円

計 
戸 数      1,699戸 1,577戸 122戸

売上高       65,668百万円 63,405百万円 2,263百万円



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

(2）契約実績 

 当連結会計年度における契約状況を示すと次のとおりであります。 

 （注）１．土地・建物の数量㎡は、土地の実測面積を記載しております。 

２．金額には消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．金額には消費税等は含まれておりません。 

 

契約高 契約残高 

数量 
金額 

（百万円） 
前年同期比
（％） 

数量 
金額 

（百万円） 
前年同期比
（％） 

中高層住宅 
戸   戸   

2,710 79,571 137.9 1,637 44,025 201.0 

土地・建物 

戸 

626 3.2 

戸 

624 7.6 
－ － 

㎡ ㎡ 

1,718.23 1,488.62 

計 

戸 

80,198 103.7 

戸 

44,649 148.2 
2,710 1,637 

㎡ ㎡ 

1,718.23 1,488.62 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

不動産販売事業（百万円） 65,668 103.6 

不動産賃貸事業（百万円） 1,726 102.1 

その他事業（百万円） 3,241 103.7 

合計（百万円） 70,637 103.5 



３【対処すべき課題】 

 わが国の経済情勢は、内外需の均衡のとれた回復基調が継続しており、ようやくデフレ脱却の兆しが見えてまいりま

したが、一方では高騰を続ける原材料価格や米国経済の動向、国内における金利上昇などの要因があることから、今後

の景気動向については楽観視することはできないものと考えられます。 

 当マンション業界では、拡大を続けている不動産投資市場での過熱感や住宅ローン金利の上昇、用地取得競争の激化

による用地費の上昇など、景気回復過程の中ではありますが、従来と異なる意味合いでの厳しい事業環境が予想されま

す。 

 当社は設立20年を機に、経営陣を刷新し経営の強化を図り、平成21年度（第24期）を最終年度とする中期経営計画

「ＭＭチャレンジ21」を策定いたしました。本計画の骨子は、安定的な売上高と利益を確保し、自己資本を充実するこ

とにより磐石な経営基盤を構築することにあります。中期的観点から、各年度の売上高、経常利益を安定的に5％以上

成長させることを目標とし、最終年度における具体的な目標数値として、売上高経常利益率10％、自己資本比率35％、

ＲＯＡ7.5％を掲げております。 

 当期におきましては、一部物件の引渡しが翌期にずれ込んだことから、売上高の前期比増加率が3.3%にとどまったも

のの、売上原価等の圧縮により経常利益は前期比53.5%の大幅な増加となりました。この結果、売上高経常利益率は前

期比3.6ポイント、ＲＯＡは2.0ポイント改善いたしました。 

 一方で、減損損失の増加等の要因により当期純利益が計画を下回ったことや、期末総資産残高の増加から、自己資本

比率については前期比1.9ポイント低下いたしました。 

 成熟社会への移行など経済・社会環境が変化する中で、お客様のニーズは、そのライフスタイルに合わせてますます

多様化・個性化しております。一方では、リートやファンド等による不動産投資市場の拡大など不動産業界を取り巻く

環境は変化を続けています。 

 当社グループでは、不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに的確にお応えするとともに、こうした環

境の変化をビジネスチャンスと捉え、次のような施策遂行により、中期経営計画の達成に向けて取り組んでいきます。

 ①グループ総合力の発揮によるお客様の視点にたった良質な商品開発やサービスの提供 

 ②社員教育の充実をベースとした営業力の強化による早期完売体制の構築とこれに伴う資金効率の改善 

 ③適正利潤の確保と効率的な業務運営による収益力の強化 

 ④不動産投資市場における物件の供給及び関連事業の推進 

 「ＭＭチャレンジ21」における目標数値と当期実績は以下のとおりです。（単体ベース） 

 ※ＲＯＡ＝経常利益／期末総資産残高 

 目標（平成21年度） 当期実績 前期実績  

売上高経常利益率 10.0% 11.1% 7.5%  

自己資本比率 35.0% 30.6% 32.5%  

ＲＯＡ 7.5% 6.8% 4.8%  



４【事業等のリスク】 

当社及び当社連結対象企業グループ（以下「当社グループ」といいます）の経営成績、株価及び財務状況等に影響

を及ぼすリスクには以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成18年3月31日）現在において当社グループが判

断したものであります。 

(1)経済環境の変化による影響 

 当社グループの営業収入は、93％が不動産販売事業、2％が不動産賃貸事業、5％が住宅設備機器販売等のその他事

業という構成です。このように不動産販売事業が重要な部分を占めており、消費者向け高額商品という性質上、国内

経済の好不況により大きな影響を受けます。 

 お客様がマンションを購入するには実需と投資の両面が考えられます。実需の場合は、住居取得の必然的な事情の

ほか、戸建住宅、賃貸住宅との競合があります。潜在的需要は根強いものの、景気後退局面やデフレ傾向が続く経済

環境では消費者心理が低迷し、購入を控える傾向が現われます。 

 また、雇用・所得情勢の悪化や、年金・消費税などに対する不透明感は、消費者の生活不安や将来不安を顕在化さ

せ、購入意欲が著しく減退します。 

 投資対象としてのマンション取得は、さらに経済環境の影響を受けやすく、景気後退局面では投資が鈍ります。景

気回復が鮮明になる段階では、不動産価格の底入れ感が台頭し、活発な投資行動が見られます。 

 さらに景気低迷のなかでは、業界他社も同様な環境下での営業を余儀なくされるため、販売価格の引き下げ等熾烈

な競争が生じます。 

 当社グループは経済環境の変化に対応するため、商品の多様性、収入の安定性、経営の効率性を基本にさまざまな

経営努力を傾注しているところですが、経済環境の変化は当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

(2)金融環境の変化による影響 

 当社グループの土地取得のための資金調達は、プロジェクト毎の銀行借入を基本としております。また金利上昇リ

スクやアべイラビリティ・リスク等の金融リスクに対応できるよう、高い手元流動性の維持のほか、社債や開発型証

券化、コミットメントラインの設定等種々の金融リスク回避手法を検討しております。しかしながら資金調達が困難

になる事態は皆無ではなく、また金利上昇はコストの増加要因となります。 

 また、住宅ローン金利の上昇による住宅購入意欲の減退や期待投資利回りの上昇による不動産市場への資金流入の

変化等の要因から、マンション分譲に対する影響が懸念されます。 

 これら金融環境の変化は、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(3)法令及び会計基準の改正等による影響 

 当社は、現行の法令及び会計基準に則り決算を行い、適切に財務開示を行っています。ただし、将来的に、税制及

び会計基準等の変更が実施された場合には、当社グループの財務状況に影響を与えることがあります。 

 当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」の適用が義務付けられたことから、減損損失3,122百万円

を計上しております。 



(4)訴訟事件による影響 

 不動産販売事業は、あらゆる法的規制及び行政指導を遵守し、近隣住民への説明義務を十分に果たしたとしても、

事業計画通りにプロジェクトが遂行できるとは限りません。 

 当社の大きな訴訟事件としては、平成13年3月当社が近隣住民より提訴されたレミントンヴィレッジ国立の「建築

物撤去等請求事件」、及び当社が国立市及び国立市長の不法行為を提訴した平成12年2月の「地区計画及び建築条例

無効確認等請求事件」があります。 

 前者は、平成18年3月29日の最高裁判決において、相手方の上告・上告受理申立てを棄却する司法判断が示され、

当社の主張が認められる形で判決が確定いたしました。後者は、平成17年12月19日の東京高裁判決において、当社の

主張（損害賠償請求）が認められましたが、補助参加人らの上告・上告受理申立てが認められ、現在も最高裁にて審

議中であります。 

 このような訴訟の存在自体が企業イメージを悪化させる要因となる場合があります。また裁判は、直接的・間接的

なコストの増加要因となります。さらに裁判所の判決次第では当社に賠償責任が生じる可能性もあります。 

 その他当社グループには建物瑕疵に関するものや契約不履行等を理由とするものなど数件の訴訟事件があります。

これらの訴訟事件は当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(5)公的規制等による影響 

 当社グループは、不動産販売事業を遂行するうえで、土地取得、建設、販売というプロセスを経るわけですが、

各々の段階で種々の法的規制ならびに行政指導を受けることになります。当社グループとしては、法的手続きによる

権利の保全に万全を期しています。しかしながら将来において、現在予期し得ない法的規制が設けられる可能性があ

ります。これらの法的規制にかかる指摘を受けた場合には、当社グループの事業活動が制限される可能性があり、ま

たこれらの規制を遵守できなかった場合には、予期せぬコストの増加につながる可能性があります。従ってこれらの

規制は当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(6)災害による影響 

 当社グループが建設中のマンションや完成引渡前の物件が火災、地震等の災害に遭遇した場合、工事の修復と工期

の延長を余儀なくされるうえ、販売計画に大幅な狂いを生じさせます。もちろん保険により求償することになります

が、最終的にすべての損失を補填できるとは限りません。 

 大規模な修復を余儀なくされる事態の発生は多額の補償をともなうこともあり得ます。このような災害は当社グル

ープの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 前連結会計年度に締結いたしました、下記の賃貸借契約は当連結会計年度においても、継続しております。 

賃借物件   明和地所渋谷神泉ビル・第２明和ビル・神泉駐車場 

所在地    東京都渋谷区神泉町３３番１他４筆 

面積     土地：1,962.57㎡   建物：7,542.39㎡ 

賃貸人    みずほ信託銀行株式会社 

年間賃借料  354百万円 

契約期間   平成17年3月31日～平成24年3月31日 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

当連結会計年度の財政状況及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成18年3月31日）現在において当社グループが判断

したものであります。 

（1）重要な会計方針及び見積り 

   当社グループの連結財務諸表は、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。連結財務諸表の作成にあたり,連結会計年度末日における資産・負債の報告数値及び偶発債権・債務の開示

ならびに連結会計期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積り、判断及び仮定を使用する必要がありま

す。当社グループは、過去の実績や状況に応じ最も合理的と考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行っ

ておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

   当社グループは、重要な会計方針のうち、判断と見積りに重要な影響を及ぼすものは以下のものであると考えてお

ります。 

① 貸倒引当金 

当社グループは、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、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。お客様の財政状況が悪化し、その支払能力が

低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。 

② 繰延税金資産 

当社グループは、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額との間に生じる一時的な

差異に係る税効果については、当該差異の解消時に適用される法定実効税率に基づいて繰延税金資産又は繰延税金

負債を計上しています。 

当社グループが計上している繰延税金資産は、将来減算される一時差異及び繰越欠損金等によるものでありま

す。繰延税金資産のうち、将来において回収が不確実であると考えられる部分に対しては評価性引当金を計上して

繰延税金資産を減額していますが、将来の課税所得の見込み額の変化や、その他の要因に基づき繰延税金資産の回

収可能性の評価が変更された場合、繰延税金資産の増減により法人税等調整額が増減し、純利益が増減する可能性

があります。 

③ 退職給付費用 

当社グループは、従業員の退職給付費用及び債務を数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出しておりま

す。これらの前提条件となる基礎率には、割引率、昇給率、退職率、死亡率、年金資産の期待運用収益率等が含ま

れ、これまでの実績及び将来の見通しを考慮して設定しておりますが、実際の基礎率との差異については数理計算

上の差異額として、発生期の翌連結会計年度において一括費用処理することとしております。前提条件として使用

する基礎率は、その算定の基となる統計数値等に重要な変動が生じていない限り見直しを行いません。基礎率を変

更した場合、割引率の減少（増加）は、退職給付債務が増加（減少）するため、数理計算上の差異の費用処理を通

じて退職給付費用を増加（減少）させる可能性があります。期待運用収益率の引き下げ（引き上げ）は、退職給付

費用を構成する期待運用収益を減少（増加）させることになり、その結果、退職給付費用は増加（減少）すること

になります。 

④ 減損損失 

  当社グループは、固定資産に計上している賃貸物件及び遊休資産について、その物件ごとに一つのグループと  

 して分類しております。賃貸不動産に係る賃料水準の大幅な下落及び継続的な地価の下落により、当連結会計年度

 において、収益性が著しく低下した賃貸用不動産及び遊休資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました 

 が、引き続き賃料水準の下落及び地価の下落が続く場合、追加計上が必要となる可能性があります。 

  

（2）当連結会計年度の経営成績の分析 

① 売上高 

当連結会計年度の売上高は前連結会計年度に比べ3.5％増収の706億37百万円となりました。不動産投資市場の拡

大やユーザー向け市場における団塊ジュニア世代による住宅取得ニーズに加え、シニア層という新しい需要が増加

するなど市場は堅調に推移しました。こうした環境下、当社は消費者ニーズを先取りした商品開発とともに、積極

的な営業活動を展開したことにより、不動産販売事業が前期比3.6％増656億68百万円、不動産賃貸事業が前期比

2.1％増17億26百万円、その他事業は前期比3.7％増32億41百万円となりました。 

② 売上原価、販売費及び一般管理費 

売上原価は売上高が増加したものの、工事費の圧縮等により前連結会計年度に比べ0.5％減少の561億37百万円と

なりました。また売上高総利益率は前連結会計年度に比べ3.2ポイント改善し20.5％となりました。販売費及び一

般管理費は経費抑制に努めたものの、販売に係る手数料の増加等により前連結会計年度に比べ8.2％増加し、59億

98百万円となりました。 



③ 営業利益 

営業利益は前連結会計年度に比べ36.3％増益の85億1百万円となりました。 

④ 営業外損益 

営業外収益は匿名組合分配金等により前連結会計年度に比べ35.4％増加の3億73百万円、営業外費用は支払利息

の減少等により前連結会計年度に比べ15.0％減少の11億54百万円となりました。 

⑤ 経常利益 

経常利益は上記の結果、前連結会計年度に比べ49.8％増益の77億21百万円となりました。 

⑥ 特別損失 

特別損失は当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しましたが、前連結会計年度に比べ

78.9％減少の31億81百万円となりました。 

⑦ 当期純利益 

以上のことから当連結会計年度は5億73百万円の当期純利益（前連結会計年度は63億9百万円の当期純損失）とな

りました。 

（3）当連結会計年度の財政状況 

① キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失31億22百万円控除後の税金等調整前当期純利益46億74百万円を

確保したことに加えて、仕掛販売用不動産の増加108億96百万円の一方で、販売活動が好調であったため販売用不

動産が同水準の103億6百万円減少する等順調な事業活動を展開したことにより、86億29百万円の資金の増加（前連

結会計年度は104億96百万円の増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億10百万円の資金の減少（前連結会計年度は28億22百万円の増加）と

なりました。主たる要因は、固定資産の取得による資金の減少2億32百万円、定期預金の預入による資金の減少4億

94百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、54億68百万円の増加（前連結会計年度は138億97百万円の減少）となり

ました。主たる要因は、不動産販売事業に伴う借入金の増加によるものであります。 

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、392億27百万円（前連結会計年度末は256億

40百万円）となりました。 

② 資金需要と財政政策 

 当社グループは現在所要資金につきましては、内部資金または借入金により資金調達することとしております。

借入金による資金調達に関しましては、運転資金については1年以内の短期借入金で調達することが一般的ではあ

りますが、マンション用地等のプロジェクト資金につきましては、開発期間を考慮のうえ、長期借入金にて調達し

ております。また大型プロジェクト等の場合にはシンジケーション方式による調達方法も採用しております。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当社グループ（当社及び連結子会社）では、不動産賃貸事業を中心に8億56百万円の設備投資を実施しました。 

２【主要な設備の状況】 

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、次のとおりであります。 

(1）提出会社 

(2）国内子会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、器具備品、車両運搬具であります。 

２．従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外書きしております。 

３．土地の面積は、公簿面積を記載しております。 

４．福利厚生施設の保養所は、本社に含めております。 

５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。 

  提出会社                                                                    (平成18年３月31日現在) 

  （平成18年３月31日現在）

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
建物及び構築
物（百万円） 

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

本社 

（東京都渋谷区） 

不動産販売 事務所他 882 
1,355 

(10,150.03) 
102 2,340 226（14） 

不動産賃貸 賃貸マンション 4,926 
10,951 

(19,472.65) 
1 15,880 －（－） 

札幌支店 

（札幌市中央区） 
不動産販売 事務所 1 

－ 

   （－） 
0 2 23（3） 

計 － － 5,810 
12,307 

(29,622.68) 
104 18,223 249（17） 

  （平成18年３月31日現在）

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業 
員数 

建物及び構
築物 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

明和管理㈱ 
本社 

（東京都渋谷区） 

不動産賃貸 賃貸マンション 231 
364 

(1,309.81) 
－ 596 

 － 

 （－） 

その他 事務所他 57 
45 

(88.34) 
23 126 

113 

(211) 

明和総合商事㈱ 
本社 

（東京都渋谷区） 
不動産賃貸 賃貸マンション 133 

161 

(522.92) 
－ 295 

9 

(7) 

計 － － － 422 
571 

(1,921.07) 
23 1,017 

122 

(218) 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容 
従業員数 
（人） 

建物 
土地 

（面積㎡） 

年間賃借料 
（百万円） 

 本社 

（東京都渋谷区） 
 不動産販売  事務所他 226（14） 

7,542.39 

1,962.57 
354 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 



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】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式434,440株は、「個人その他」に4,344単元及び「単元未満株式の状況」に40株含まれております。

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が47単元含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 104,000,000 

計 104,000,000 

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30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 26,000,000  同左  
東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

計 26,000,000  同左 － － 

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８年９月18日 2,500,000 26,000,000 2,325,000 3,537,500 4,982,900 5,395,794 

 （注） 有償一般募集    

入札による募集   1,800,000株

発行価格 1,860円 資本組入額 930円

払込金総額 5,277,900千円  

入札によらない募集   700,000株

発行価格 2,900円 資本組入額 930円

払込金総額 2,030,000千円  

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 
（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） － 44 22 104 56 4 4,395 4,625 － 

所有株式数 

（単元） 
－ 47,377 1,312 97,468 14,979 32 98,830 259,998 200 

所有株式数の

割合（％） 
－ 18.22 0.51 37.49 5.76 0.01 38.01 100 － 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．上記日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,527千株でありま

す。 

２．上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、893千株であり

ます。なお、それらの内訳は、信託口分647千株、信託口4分246千株となっております。 

３．当社は自己株式434千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株含まれております。また、

「議決権の数」には証券保管振替機構名義の株式に係る議決権47個は含まれておりません。 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱英興発 東京都練馬区関町北1-14-2 7,230 27.81 

原田 英明 東京都武蔵野市 2,080 8.00 

原田 利勝 東京都武蔵野市 1,750 6.73 

㈱明建システム 東京都大田区田園調布3-22-30 1,710 6.58 

日本マスタートラスト信託銀

行㈱ 
東京都港区浜松町2-11-3 1,527 5.88 

髙杉 仁 東京都大田区 1,490 5.73 

髙杉 純 東京都大田区 1,100 4.23 

日本トラスティ・サービス信

託銀行㈱ 
東京都中央区晴海1-8-11 893 3.44 

㈱スペース・Ｐ 東京都杉並区阿佐谷南1-12-5-203 400 1.54 

㈱みずほコーポレート銀行 
東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランドト

リトンスクエアオフィスタワーＺ棟 
340 1.31 

計 － 18,521 71.24 

  平成18年３月31日現在

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） 普通株式     434,400 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 25,565,400 255,607 － 

単元未満株式 普通株式     200 － 
１単元（100株）未満

の株式 

発行済株式総数 26,000,000 － － 

総株主の議決権 － 255,607 － 



②【自己株式等】 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

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（％） 

明和地所㈱ 

東京都渋谷区神泉

町9-6明和地所渋

谷神泉ビル 

434,400 － 434,400 1.67 

計 － 434,400 － 434,400 1.67 



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】 

【株式の種類】普通株式 

イ【定時総会決議による買受けの状況】 

 該当事項はありません。 

ロ【子会社からの買受けの状況】 

 該当事項はありません。 

ハ【取締役会決議による買受けの状況】 

 該当事項はありません。 

ニ【取得自己株式の処理状況】 

 該当事項はありません。 

ホ【自己株式の保有状況】 

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】 

（注） 平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、会社法第165条第２項の規定に 

   より、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。 

  

(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】 

 該当事項はありません。 

  平成18年６月29日現在

区分 株式数（株） 

保有自己株式数 434,200 

  平成18年６月29日現在

区分 株式の種類 株式数（株）  価額の総額（円）  

自己株式取得に係る決議  －  － －  



３【配当政策】 

当社は株主への利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けております。当社の利益配分に関しましては、安

定した配当を継続するとともに、将来の積極的な事業展開や経営環境の変化に備えた経営基盤の強化に必要な内部留

保を確保することを基本方針としております。 

平成18年3月期（第20期）の配当につきましては、1株につき普通配当30円に加え、設立20周年の記念配当10円を実

施いたしました。 

内部留保資金につきましては、今後の社会、経済環境の変化に機動的に対応した商品開発や事業展開を図るために

   有効活用してまいりたいと考えております。 

なお、平成18年5月の会社法施行に伴い、配当に関する回数制限が廃止されますが、当社は配当の取扱いに関して

変更はございません。 

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） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20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） 2,400 1,216 1,489 1,470 2,230 

最低（円） 825 641 563 992 1,070 

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） 1,715 1,873 1,847 1,875 2,010 2,230 

最低（円） 1,365 1,580 1,620 1,680 1,710 1,751 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役会長  原田 利勝 昭和13年２月10日生 

昭和38年４月 株式会社博報堂入社 

昭和40年９月 大京観光株式会社（現株式会社大

京）入社 

昭和48年11月 同社取締役 

昭和51年12月 同社常務取締役 

昭和57年12月 同社専務取締役 

昭和61年４月 同社退任 

昭和61年４月 当社設立 代表取締役社長 

平成17年４月 当社取締役会長（現任） 

1,750 

取締役副会長  髙杉 仁 昭和22年７月20日生 

昭和45年４月 大京観光株式会社（現株式会社大

京）入社 

昭和59年12月 同社取締役 

昭和61年４月 同社退任 

昭和61年４月 当社専務取締役 

昭和63年10月 株式会社明建システム取締役（現

任） 

平成17年４月 当社取締役 

平成17年６月 当社取締役副会長（現任） 

1,490 

代表取締役社

長 
 原田 英明 昭和43年７月８日生 

平成５年４月 佐藤工業株式会社入社 

平成11年５月 当社入社 

平成11年６月 当社取締役 

平成11年６月 当社社長室長補佐 

平成12年７月 当社マンション事業部長 

平成13年５月 当社マンション事業二部長 

平成15年10月 当社マンション事業建設二部長 

平成17年４月 当社代表取締役社長（現任） 

2,080 

専務取締役 社長全般補佐 藤縄 利勝 昭和23年４月20日生 

昭和46年４月 佐藤工業株式会社入社 

昭和62年10月 当社入社 

平成２年12月 当社マンション事業部長 

平成６年４月 当社事業本部長 

平成６年６月 当社取締役 

平成10年６月 当社関係会社担当 

平成13年５月 当社マンション事業部、建設部、

品質管理部担当 

平成14年４月 当社事業企画部担当 

平成15年10月 当社マンション事業建設部、品質

管理部担当 

平成17年４月 当社専務取締役（現任） 

平成17年５月 明和管理株式会社代表取締役社長 

平成17年８月 明和ライフサポート株式会社代表

取締役社長 

平成18年４月 明和総合商事株式会社代表取締役

社長（現任） 

30 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

常務取締役 
総務部・経理部

担当 
宮崎 猛 昭和24年10月21日生 

昭和47年３月 大京観光株式会社（現株式会社大

京）入社 

昭和61年５月 当社入社 

平成２年６月 当社経理部長 

平成６年６月 当社取締役 

平成12年７月 当社経理部長兼業務部長 

平成14年６月 当社経理部長 

平成16年３月 当社経理担当 

 明和総合商事株式会社取締役（現

任） 

 明和地所住宅販売株式会社取締役

（現任） 

平成17年４月 当社常務取締役（現任） 

平成17年４月 当社総務部・経理部担当（現任） 

平成17年５月 明和管理株式会社取締役（現任） 

平成17年６月 明和ファイナンス株式会社代表取

締役社長（現任） 

69 

常務取締役 

マンション事業

部・事業企画部

担当 

石田 龍也 昭和36年８月29日生 

昭和60年４月 株式会社リクルート入社 

昭和62年７月 株式会社リクルート人材センター

入社 

昭和62年10月 当社入社 

平成９年３月 当社マンション事業部長 

平成12年６月 当社取締役 

平成12年７月 当社マンション事業部、建設部、

品質管理部担当 

平成13年５月 当社マンション事業一部長 

平成15年10月 当社マンション事業建設一部仕入

担当部長 

平成17年４月 当社常務取締役（現任） 

平成17年４月 当社マンション事業部担当  

（現任） 

平成17年５月 明和地所住宅販売株式会社監査役

（現任） 

平成17年６月 明和ファイナンス株式会社取締役

（現任） 

平成18年３月 当社事業企画部担当（現任） 

19 

取締役 
建設部・品質管

理部担当 
坪田 輝政 昭和24年11月18日生 

昭和62年２月 株式会社楷建築設計事務所入所 

昭和63年２月 当社入社 

平成11年４月 当社横浜支店マンション事業部部

長代理 

平成13年７月 当社建設二部長代理 

平成15年10月 当社マンション事業建設一部建設

担当部長 

平成17年４月 当社建設部・品質管理部担当（現

任） 

平成17年６月 当社取締役（現任） 

1 

 



 （注）１．監査役中村満及び監査役古藤昇司は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２．取締役会長原田利勝は、代表取締役社長原田英明の実父であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 総務部長 右原 愼介 昭和31年３月17日生 

昭和55年７月 大京観光株式会社（現株式会社大

京）入社 

昭和61年12月 当社入社 

平成15年６月 当社社長室部長 

平成16年３月 当社経理部長 

平成17年３月 明和地所住宅販売株式会社代表取

締役社長（現任） 

平成17年４月 当社総務部長（現任） 

平成17年６月 当社取締役（現任） 

7 

取締役 
営業統括部長 

札幌支店長 
石井 紀穂 昭和26年３月３日生 

平成12年８月 当社入社 

平成12年８月 営業統括部長 

平成13年６月 取締役 

平成16年３月 取締役退任 

平成16年３月 明和管理株式会社代表取締役社長 

平成16年10月 明和地所住宅販売株式会社取締役

（現任） 

平成16年10月 当社営業統括部長（現任） 

平成17年５月 明和管理株式会社取締役（現任） 

平成18年１月 当社札幌支店長（現任） 

平成18年６月 当社営業五部長（現任） 

平成18年６月 当社取締役（現任） 

53 

常勤監査役  長谷川 行男 昭和13年9月12日生 

昭和36年４月 株式会社日本興業銀行入行 

昭和61年４月 同行大阪支店営業第一部長 

平成元年６月 同行取締役システム管理部長 

平成４年６月 同行常務取締役システム管理部長 

平成５年５月 同行常務取締役 

平成８年６月 同行退任 

 常和興産株式会社代表取締役社長 

平成16年３月 同社退任 

平成16年４月 当社入社（顧問） 

平成16年６月 当社常勤監査役（現任） 

 明和ファイナンス株式会社監査役

（現任） 

平成16年７月 明和管理株式会社監査役（現任） 

平成17年８月 明和ライフサポート株式会社監査

役（現任） 

3 

監査役  中村 満 昭和10年11月25日生 

昭和34年４月 毎日新聞社入社 

昭和36年４月 日刊産業新聞社入社 

昭和39年４月 株式会社神奈川建設産業通信社代

表取締役（現任） 

昭和55年４月 株式会社ナカムラトレーディング

代表取締役（現任） 

昭和61年４月 当社監査役（現任） 

77 

監査役  古藤 昇司 昭和13年９月21日生 

昭和36年４月 代議士秘書 

平成２年２月 同退職 

平成２年４月 古藤事務所開設 

平成８年６月 当社監査役（現任） 

16 

    計 5,599 



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 

 当社は、社会への貢献や企業価値拡大等の経営目標を達成し、株主その他のステークホルダーに対する責任を果

たしていく上で、経営の健全性・透明性・効率性を確保していくことが必要であると考えております。当社では、

これらの要請を保障する体制としてのコーポレート・ガバナンスの整備・強化を重要課題の一つとして位置付け、

関係会社を含むグループ全体としての取り組みを進めてまいります。 

（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等 

 ① 会社の機関の基本説明 

   当社は監査役会設置会社であり、会社の機関の概要は以下のとおりであります。 

   ・取締役会 

    当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締役９名（社内）で構成されており、毎月１回の定例開催 

   に加え、必要に応じて臨時開催を実施し、重要な経営事項、業務執行に係る事項の決定及び業務執行の監督を

   行っております。取締役会には全監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。 

   ・経営戦略会議 

    取締役及び主要部門長により構成され、毎週１回、業務遂行上の重要な事項に関してコンプライアンスを含 

   めたあらゆる角度から審議し、意思決定を行っております。 

   ・部門長会議 

    当社取締役・部門長及び関係会社の取締役で構成され、毎月１回、業務に関する当社グループ全体としての 

   整合性やシナジーの確保を図っております。 

   ・火曜会 

    取締役及び部門長により構成される火曜会は、毎週１回、部門間における業務遂行上の問題点のすり合わせ 

   及び対応策の決定等を行っております。 

   ・監査役会 

    当社の監査役会は社内監査役１名及び社外監査役２名の計３名で構成され、会計監査人と連携し、監査方針 

   ・監査計画を策定し監査役監査規程に基づいた監査を実施しております。上記のとおり、全監査役が取締役会 

   に出席しているとともに、常勤監査役（社内監査役）が部門長会議にも出席することで、関係会社を含めた当 

   社グループに関する重要事項について把握できる体制をとっております。  

   ・本社機能 

  社長室：組織体制・機能の判断、経営計画の策定・統括 

  総務部：株式を含めた当社内部の重要な事項、規程・規範の策定 

  経理部：決算及び財務に関する事項（監査法人等と連携） 

  法務部：取引関係に関する事項（顧問弁護士等と連携）、内部監査（監査法人等と連携） 

  



 ② 会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表 

 ③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

     当社においては、業務執行がコンプライアンスの枠組みの中で適正かつ効率的に行われていること及びリスク 

  管理が有効に機能していることを管理・監視することを内部統制と捉え、これを実践的に運用することが各ステ

  ークホルダーに対する責任を果たすことにつながっていくものと考えております。  

   内部統制システム構築の基本方針につきましては、平成18年5月11日開催の取締役会において決定済みであり、

  今後この基本方針に沿った社内体制の整備、確立を進めてまいります。 

   〈基本方針と整備状況〉 

 （1）職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

   ①内部統制システムの統括は、担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会が担当し、各部門での実践 

    的運用体制を構築していく。 

   ②「コーポレート・ガバナンス原則」及び「明和地所グループ コンプライアンス規範」を策定している。 

   ③「ヘルプライン運用規程」に基づき、社内外に窓口を設置した内部通報制度をスタートしている。 

   ④法務部 監査課を業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査部門として運用している。 

 （2）グループとしての体制運営 

   ①既に制定済みの「コーポレート・ガバナンス原則」及び「明和地所グループ コンプライアンス規範」をグル

    ープにおいて共有し、各関係会社の実情に合わせた内部統制の体制を構築していく。 

   ②従来通り、グループ関係会社は社長室が統括し、法務部 監査課による監査を継続実施する。 

 （3）その他整備状況 

   ①取締役の職務執行の効率化のため従来通り職務分掌を明確化し、また経営戦略会議により組織横断的かつ迅 

    速な意思決定を行っている。 

   ②職務執行に係る情報保存については、「文書取扱規程」「個人情報保護規定細則」に基づき、保存・管理を 

    行う。 

   ③個人情報の重要性に鑑み、個人情報に関する統括組織として個人情報保護委員会を設置し、「個人情報保護 

    規程」による管理・運用を実施している。 

   ④監査役は、自らの監査業務に必要とする従業員に対して直接必要事項を指示することができ、当該従業員は 

    当該事項については業務執行における指揮命令を受けない。 

   ⑤監査役と代表取締役は定例の意見交換を実施している。 



 ④ 内部監査及び監査役監査の状況 

   当社は、業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査部門として、法務部 監査課を設置しております。監査

  課は、監査役（会）及び会計監査人と協力しつつ、当社ならびにグループ関係会社の監査を実施し、この結果を 

  社長及び監査役（会）に報告し、必要に応じた改善指導を行っております。 

   また、監査役監査の状況につきましては、監査役監査規程に基づき効率的な監査を実施するため、監査計画策 

  定に際して内部監査部門（法務部 監査課）と協議しており、監査業務に必要となる場合には、同部門の従業員に

  対して直接指示を行うことができる体制となっております。会計監査人より監査実施の結果についての報告・説 

  明を受領した際には、その内容について意見交換を行っているほか、監査役（会）の監査計画策定等に際しては 

  会計監査人と協議を行うなど必要に応じて協議・意見交換を実施しております。 

  

 ⑤ 会計監査の状況 

  当社は、旧商法及び証券取引法に基づく会計監査についての監査契約を新日本監査法人と締結しております。 

 なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありま 

 せん。当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成は次のと 

 おりであります。         

    業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 

      ※同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務

執行社員の交替制度を導入しており、同監査法人において策定された交替計画に基づいて、塚原雅人氏に

ついては平成18年３月期会計期間をもって交替いたします。 

    会計監査業務にかかる補助者の構成 

     公認会計士    ６名 

     会計士補     11名 

  

 ⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係 

     当社は、現在のところ社外取締役を選任しておりませんが、監査役３名のうち２名は不動産業界に精通した社 

    外監査役であり、従来から、取締役会への出席・意見陳述や会計監査人との連携等により経営に対する監視機能 

    を果たし、健全性・透明性が確保されていると考えております。 

  

（2）リスク管理体制の整備の状況 

    ①当社は、コンプライアンス委員会をリスク管理の統括組織とし、従来明確に文書化されていなかったリスク管 

     理に関する規程を整備いたします。 

    ②リスク発生時には、所管部門よりの報告に基づき、従来通り、コンプライアンス委員会及び取締役会にて迅 

     速、適切な対応を行います。 

  

（3）役員報酬及び監査報酬 

  当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬並びに監査法人に対する監査報酬は次のとおり 

 であります。なお、当社と監査法人の間の監査契約において、旧商法及び証券取引法に基づく監査報酬の額を区 

 分しておらず、実質的にも区分できないため、監査報酬はこれらの合計額を記載しております。      

    役員報酬 

     取締役に支払った報酬    ２９２百万円 

     監査役に支払った報酬     ２７百万円 

    監査報酬 

     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   ２３百万円 

     上記以外の報酬         ２百万円 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人 継続監査年数 

指定社員 

業務執行社員 

塚原 雅人 
新日本監査法人 

１６年※ 

武内 清信 － 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）については、「財務諸表の用語、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、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）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。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）については、「財務諸表の用語、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、前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）

及び前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）並びに当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成

18年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）の連結財務諸表及び財務諸表につい

て、新日本監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※２  25,724   39,646  

２．受取手形及び売掛金   717   1,047  

３．販売用不動産 
※ 
2,4 

 20,629   10,323  

４．仕掛販売用不動産 ※２  28,621   39,517  

５．営業貸付金   2,391   1,675  

６．繰延税金資産   2,802   1,332  

７．未収還付法人税等   714   －  

８．その他流動資産   598   717  

貸倒引当金   △10   △12  

流動資産合計   82,190 75.7  94,247 81.0 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 
※ 
2,4 

11,746   11,115   

減価償却累計額  4,563 7,183  4,879 6,236  

(2）土地 
※ 
2,4 

 14,667   12,880  

(3）その他有形固定資産  451   491   

減価償却累計額  354 97  360 131  

有形固定資産合計   21,949 20.2  19,248 16.6 

２．無形固定資産        

(1）特許権   52   43  

(2）ソフトウェア   12   62  

(3）電話加入権他   46   45  

無形固定資産合計   111 0.1  151 0.1 

 



  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  1,387   1,532  

(2）繰延税金資産   1,977   218  

(3）その他投資等   2,457   2,029  

貸倒引当金   △1,434   △1,064  

投資その他の資産合計   4,387 4.0  2,716 2.3 

固定資産合計   26,448 24.3  22,116 19.0 

資産合計   108,639 100.0  116,363 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   17,530   17,777  

２．短期借入金   2,270   1,270  

３．１年以内返済予定長期
借入金 

※２  11,775   10,880  

４．未払法人税等   122   903  

５．未払費用   87   91  

６．前受金 ※２  2,495   3,169  

７．その他流動負債   1,405   1,378  

流動負債合計   35,687 32.9  35,471 30.5 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※２  37,497   45,627  

２．退職給付引当金   91   72  

３．役員退職慰労引当金   282   306  

４．その他固定負債   492   491  

固定負債合計   38,363 35.3  46,497 39.9 

負債合計   74,051 68.2  81,968 70.4 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  － － 

 



  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※６  3,537 3.3  3,537 3.1 

Ⅱ 資本剰余金   5,395 5.0  5,395 4.7 

Ⅲ 利益剰余金   26,024 23.9  25,753 22.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  66 0.0  145 0.1 

Ⅴ 自己株式 ※７  △436 △0.4  △436 △0.4 

資本合計   34,588 31.8  34,395 29.6 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  108,639 100.0  116,363 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   68,224 100.0  70,637 100.0 

Ⅱ 売上原価   56,442 82.7  56,137 79.5 

売上総利益   11,781 17.3  14,500 20.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  5,544 8.1  5,998 8.5

営業利益   6,237 9.2  8,501 12.0 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  2   1   

２．違約金収入  63   44   

３．有価証券売却益  22   －   

４．匿名組合分配金  －   133   

５．その他営業外収益  187 276 0.4 194 373 0.5 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  1,168   940   

２．その他営業外費用  189 1,358 2.0 213 1,154 1.6 

経常利益   5,154 7.6  7,721 10.9 

Ⅵ 特別利益        

１．前期損益修正益 ※２ －   9   

２．貸倒引当金戻入益  135   121   

３．過年度償却債権取立益  2   0   

４．投資有価証券売却益  －   0   

５．固定資産売却益  0 137 0.2 3 135 0.2 

        
 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．前期損益修正損 ※３ 0   6   

２．固定資産除却損  3   1   

３．固定資産売却損 ※４ 13,557   0   

４．投資有価証券売却損  0   －   

５．投資有価証券評価損  －   9   

６．販売用不動産評価損  1,400   －   

７．ゴルフ会員権評価損  2   －   

８．貸倒引当金繰入額  63   37   

９．損害賠償金  2   5   

10．関係会社株式評価損  77   －   

11．減損損失 ※５ － 15,108 22.1 3,122 3,181 4.5 

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失(△) 

  △9,815 △14.3  4,674 6.6 

法人税、住民税及び事
業税 

 192   927   

法人税等調整額  △3,699 △3,506 △5.1 3,173 4,101 5.8 

少数株主損益   － －  － － 

当期純利益又は当期純
損失(△) 

  △6,309 △9.2  573 0.8 

        



③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   5,395  5,395 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   5,395  5,395 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   33,173  26,024 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

当期純利益  － － 573 573 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．当期純損失  6,309  －  

２．配当金  770  766  

３．役員賞与  68  78  

（うち監査役分）  (11) 7,148 (11) 845 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   26,024  25,753 

      



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 金額（百万円） 

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
又は税金等調整前当期純
損失(△) 

 △9,815 4,674 

減価償却費  578 392 

貸倒引当金の増減（減
少：△） 

 △172 △367 

退職給付引当金の増減
（減少：△） 

 △4 △19 

役員退職慰労引当金の増
減（減少：△） 

 △23 23 

受取利息及び受取配当金  △11 △2 

匿名組合分配金   － △133 

支払利息  1,168 940 

有価証券売却益  △22 － 

関係会社株式評価損  77 － 

ゴルフ会員権評価損  2 － 

投資有価証券売却益   － △0 

投資有価証券売却損  0 － 

投資有価証券評価損  － 9 

減損損失  － 3,122 

固定資産除却損  3 1 

固定資産売却損  13,557 0 

固定資産売却益  △0 △3 

役員賞与支払額  △68 △78 

売上債権の増減（増加：
△） 

 4,350 861 

たな卸資産の増減（増
加：△） 

 2,938 △1,347 

その他資産の増減（増
加：△） 

 △61 53 

未収消費税の増減（増
加：△） 

 105 △11 

仕入債務の増減（減少：
△） 

 1,385 246 

その他負債の増減（減
少：△） 

 265 705 

未払消費税の増減（減
少：△） 

 173 △0 

小計  14,425 9,066 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受取額  11 2 

利息の支払額  △1,086 △957 

法人税等の支払額（△）
及び還付額 

 △2,854 518 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 10,496 8,629 

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 

 △98 △494 

定期預金の払戻による収
入 

 106 159 

有価証券の売却等による
収入 

 87 － 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △1,071 △20 

投資有価証券の売却等に
よる収入 

 0 0 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △32 △168 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 3,920 8 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △8 △63 

会員権取得による支出  － △1 

会員権売却による収入  17 － 

匿名組合分配金の受取額  － 75 

その他資産の増加額  △98 △5 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,822 △510 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純増減 
（減少：△） 

 △1,700 △1,000 

長期借入れによる収入  30,305 35,170 

長期借入金の返済による
支出 

 △41,604 △27,935 

自己株式取得による支出  △127 － 

配当金の支払額  △770 △766 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △13,897 5,468 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
（減少：△） 

 △577 13,587 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 26,218 25,640 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 25,640 39,227 

    



連結財務諸表作成のための基本となる事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社  ３社 

明和ファイナンス株式会社 

明和管理株式会社 

明和総合商事株式会社 

(1）連結子会社  ４社 

    明和ファイナンス株式会社 

    明和管理株式会社 

    明和総合商事株式会社 

    明和ライフサポート株式会社 

    このうち明和ライフサポート株式会社 

 については、当連結会計年度において新 

 たに設立し、連結子会社に含めておりま 

 す。  

 (2）非連結子会社 １社 

明和地所住宅販売株式会社 

(2）非連結子会社 １社 

同左 

 (3）非連結子会社について、連結の範囲

から除いた理由 

 非連結子会社の総資産・売上高・当

期純損益及び利益剰余金等はいずれも

僅少であり、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。 

(3）非連結子会社について、連結の範囲

から除いた理由 

同左 

２．持分法適用に関する事項  上記非連結子会社１社については、当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、重要性がないため、この

会社に対する投資勘定については、持分

法を適用しておりません。なお、当社の

関連会社はありません。 

 上記非連結子会社１社及び関連会社

（株式会社アキシオン）については、当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、重要性がないため、これ

らの会社に対する投資勘定については、

持分法を適用しておりません。 

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同

一であります。 

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 

売買目的有価証券 

時価法（売却原価は移動平均法

により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

売買目的有価証券 

      ────── 

 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） 

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 

時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産 

個別法による原価法 

② たな卸資産 

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産 

同左 

 その他のたな卸資産 

最終仕入原価法 

その他のたな卸資産 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（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。なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物及び構築物…10～50年 

(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 

同左 

 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、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。 

② 無形固定資産 

同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 受取手形・売掛金・貸付金等の貸

倒れの損失に備えるために、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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。なお、数理計算上の差異

はその発生時の翌連結会計年度にて

一括費用処理することとしておりま

す。 

② 退職給付引当金 

同左 

 ③ 役員退職慰労引当金 

 当社は役員の退職慰労金の支出に

充てるため、内規に基づく期末要支

給額の全額を計上しております。 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (4）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。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、特例処理

の要件を満たしておりますので、特

例処理を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を

満たしているので決算日における有

効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 (6）その他連結財務諸表作成のための重 

  要な事項  

① 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。た

だし、資産に係る控除対象外消費税及

び地方消費税は当連結会計年度の期間

費用としております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重 

  要な事項  

① 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 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 



（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） 

（追加情報） 

    該当事項はありません。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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 

      ──────  当連結会計年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年8月9日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第6号 平

成15年10月31日）を適用しております。

これにより、税金等調整前当期純利益は

3,122百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額につきまして

は、改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．非連結子会社に係る注記 

 各科目に含まれている非連結子会社に対するもの

は、次のとおりであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

 各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社

に対するものは、次のとおりであります。 

投資有価証券 23百万円 投資有価証券    43百万円

※２．担保資産 

(1）担保に供している資産 

※２．担保資産 

(1）担保に供している資産 

現金及び預金 3百万円

販売用不動産 9,984百万円

仕掛販売用不動産 27,098百万円

建物及び構築物 5,805百万円

土地 11,757百万円

計 54,649百万円

現金及び預金 332百万円

販売用不動産      1,823百万円

仕掛販売用不動産 37,040百万円

建物及び構築物      4,651百万円

土地 10,430百万円

計 54,278百万円

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 

１年以内返済予定長期借入金 11,560百万円

長期借入金 35,560百万円

計 47,120百万円

前受金 328百万円

１年以内返済予定長期借入金 10,753百万円

長期借入金 42,816百万円

計 53,898百万円

３．偶発債務 

 当社顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記

完了までの間、金融機関及び住宅金融専門会社等12

社に対し、次のとおり連帯債務保証を行っておりま

す。 

３．偶発債務 

 当社顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記

完了までの間、金融機関及び住宅金融専門会社等10

社に対し、次のとおり連帯債務保証を行っておりま

す。 

 3,853百万円       6,493百万円

※４．      ────── ※４．販売用不動産の保有目的の変更 

   従来、販売用不動産として保有していた下記の不 

  動産は、当連結会計年度から保有目的を変更したた 

  め、有形固定資産に振替表示しております。 

    （振替時帳簿価額） 

 建物及び構築物 428百万円

土地 200百万円

５．連結子会社（明和総合商事株式会社）において

は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３

行と当座貸越契約を締結しております。この契約に

基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

５．連結子会社（明和総合商事株式会社）において

は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３

行と当座貸越契約を締結しております。この契約に

基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当座貸越極度額の総額 1,100百万円

借入実行残高 300百万円

差引額 800百万円

当座貸越極度額の総額      1,100百万円

借入実行残高    600百万円

差引額    500百万円

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式26,000,000株

であります。 

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式26,000,000株

であります。 

※７．当社の保有する自己株式の数は、普通株式434,440

株であります。 

※７．当社の保有する自己株式の数は、普通株式434,440

株であります。 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の表示方法について、従来

当該費目を示す名称を付した科目をもって掲記して

いましたが、当連結会計年度より販売費及び一般管

理費の科目として一括掲記し、その主要な費目及び

その金額を注記する方法に変更しております。 

※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。 

（販売費及び一般管理費の主なもの） 

給料手当 1,940百万円

退職給付費用 45百万円

役員退職慰労引当金繰入額 20百万円

支払手数料 567百万円

（販売費及び一般管理費の主なもの） 

給料手当      2,042百万円

退職給付費用   16百万円

役員退職慰労引当金繰入額    27百万円

支払手数料    677百万円

広告宣伝費    770百万円

貸倒引当金繰入額    15百万円

※２．      ────── ※２．前期損益修正益の内訳は、次のとおりでありま

す。 

過年度売上原価修正益  9百万円

計  9百万円

※３．前期損益修正損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※３．前期損益修正損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

過年度販管費修正損 0百万円

計 0百万円

過年度売上高修正損  4百万円

過年度営業外収益修正損  1百万円

過年度販管費修正損  1百万円

計  6百万円

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物売却損 698百万円

構築物売却損 6百万円

車両運搬具売却損 0百万円

土地売却損 12,852百万円

計 13,557百万円

車両運搬具売却損  0百万円

計       0百万円

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※５．      ────── ※５．減損損失 

  当社グループは、固定資産に計上している賃貸物件 

 及び、遊休資産について、その物件ごとに一つのグル 

 ープとして分類しております。 

  賃貸不動産に係る賃料水準の大幅な下落及び、継続 

 的な地価の下落により、当社グループは当連結会計度 

 において、収益性が著しく低下した以下の賃貸用不動 

 産及び遊休資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し 

 当該減少額を減損損失（3,122百万円）として特別損失 

 に計上いたしました。         

  （地域） 

  東京都練馬区 

  （主な用途）        （減損損失） 

  賃貸用戸建住宅  1戸     421百万円 

  （地域） 

  神奈川県横浜市 

  （主な用途）        （減損損失） 

  賃貸マンション 5棟      328百万円 

  賃貸マンション 5戸       14百万円 

  遊休資産    1件       61百万円 

  （地域）           

  神奈川県その他  

  （主な用途）        （減損損失） 

  賃貸マンション 7棟      601百万円 

  賃貸マンション 17戸      196百万円 

  駐車場     1件      126百万円 

  （地域） 

  北海道札幌市 

  （主な用途）        （減損損失） 

  賃貸マンション 3棟     1,372百万円 

  

 ※地域ごとの減損損失の内訳 

 ・東京都練馬区  

 421（内、土地326、建物95）   百万円 

 ・神奈川県横浜市 

 403（内、土地272、建物130）  百万円 

 ・神奈川県その他 

 924（内、土地545、建物378）  百万円 

 ・北海道札幌市 

 1,372（内、土地843、建物529）百万円  

  

 なお、当資産グループの回収可能価額は、それぞれの

資産グループの正味売却価額と使用価値を比較し、いず

れか高いものを各資産グループにおいて採用しておりま

す。 

 正味売却価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額等に

より評価しております。また、使用価値においては、将

来キャッシュ・フローを5％で割り引いて算定しておりま

す。        



（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16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 25,724百万円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 △83百万円

現金及び現金同等物 25,640百万円

現金及び預金勘定   39,646百万円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 

及び担保に供している定期預金    △418百万円

現金及び現金同等物   39,227百万円



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（借主側） 

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 

（借主側） 

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具備品 101 72 28 

合計 101 72 28 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具備品 72 53 18 

合計 72 53 18 

 （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。 

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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 15百万円

１年超 12百万円

合計 28百万円

１年内   9百万円

１年超   8百万円

合計   18百万円

 （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。 

同左 

(3）当期の支払リース料及び減価償却費相当額 (3）当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26百万円

支払リース料   17百万円

減価償却費相当額   17百万円

(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、残存価格を零とする

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 

  

  （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されてない主な有価証券の内容 

 （注）当連結会計年度において、その他有価証券で非上場株式について、9百万円減損処理を行っております。 

（デリバティブ取引関係） 

 種類 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 51 163 112 50 296 245 

(2）債券 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 51 163 112 50 296 245 

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 － － － 0 0 0 

(2）債券 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 － － － 0 0 0 

合計 51 163 112 51 296 245 

 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 130 122 

匿名組合出資金 1,071 1,071 

合計 1,201 1,193 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．取引の内容 

当社は金利スワップ取引を利用しております。 

１．取引の内容 

同左 

２．取引に対する取組方針 

主として、リスクヘッジを目的としたデリバティブ

取引を行うこととしており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

２．取引に対する取組方針 

同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．取引の利用目的 

変動金利による借入金の支払利息を固定金利化する

ために金利スワップ取引を行っております。なお、デ

リバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っておりま

す。 

(1）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

３．取引の利用目的 

同左 

ヘッジ対象 

借入金の支払金利 

 

(2）ヘッジ方針 

金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内

でヘッジ取引を行っております。 

 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺

されている状態、又はヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローが固定されその変動が回避される状態が引き続

き認められるかどうか定期的に確認しております。

ただし、金利スワップ取引においては、特例処理の

要件を満たしており、その判定をもって有効性の判

定としております。 

 

４．取引に係るリスクの内容 

金利関連における金利スワップ取引は、市場金利の

変動によるリスクを有しておりますが、当該取引の契

約先は信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の

契約不履行によるいわゆる信用リスクはほとんどない

と判断しております。 

４．取引に係るリスクの内容 

同左 

５．取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理は経理部が行って

おり、その状況報告については取締役会にて定期的に

行っております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

同左 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

当社グループで利用しているデリバティブ取引はす

べてヘッジ目的であり、ヘッジ会計を適用しておりま

すので開示の対象からは除いております。 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して、

退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

 （注） 子会社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

イ． 退職給付債務（百万円） △306 △334 

ロ． 年金資産（百万円） 323 362 

ハ． 未積立退職給付債務（百万円）（イ＋ロ） 17 27 

ニ． 未認識数理計算上の差異（百万円） △60 6 

ホ． 未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） － － 

ヘ． 
連結貸借対照表計上額純額（百万円） 

（ハ＋ニ＋ホ） 
△43 33 

ト． 前払年金費用（百万円） 48 105 

チ． 退職給付引当金（百万円）（ヘ－ト） △91 △72 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用（百万円） 59 10 

(1）勤務費用（百万円） 66 71 

(2）利息費用（百万円） 6 5 

(3）期待運用収益（百万円） △8 △6 

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） △5 △60 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）割引率（％） 2.00 2.00 

(2）期待運用収益率（％） 2.00 2.00 

(3）退職給付見込額の期間配分方法       期間定額基準       期間定額基準 

(4）過去勤務債務の額の処理年数（年） － － 

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 1 1 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金

負債の発生の主な原因別内訳は、次のとおりでありま

す。 

１．当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金

負債の発生の主な原因別内訳は、次のとおりでありま

す。 

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 375百万円

退職給付引当金損金算入限度超過額 36百万円

役員退職慰労引当金繰入額 115百万円

未払事業税等否認 11百万円

販売用不動産評価損 919百万円

ゴルフ会員権評価損 56百万円

繰越欠損金 3,960百万円

関係会社株式評価損 436百万円

その他 46百万円

繰延税金資産小計 5,957百万円

評価性引当金 △1,048百万円

繰延税金資産計 4,908百万円

繰延税金負債  

前払年金費用 △19百万円

未収還付事業税 △52百万円

貸倒引当金の連結修正 △1百万円

その他有価証券評価差額 △45百万円

その他 △8百万円

繰延税金負債計 △128百万円

繰延税金資産の純額 4,779百万円

  

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額   260百万円

退職給付引当金損金算入限度超過額   29百万円

役員退職慰労引当金繰入額    125百万円

未払事業税等   32百万円

販売用不動産評価損    349百万円

ゴルフ会員権評価損   55百万円

繰越欠損金    1,115百万円

関係会社株式評価損    436百万円

減損損失    1,121百万円

固定資産評価損    310百万円

減価償却費超過額    41百万円

その他   42百万円

繰延税金資産小計    3,921百万円

評価性引当金  △2,224百万円

繰延税金資産計    1,696百万円

繰延税金負債  

前払年金費用     △43百万円

貸倒引当金の連結修正  △1百万円

その他有価証券評価差額   △100百万円

繰延税金負債計    △145百万円

繰延税金資産の純額    1,551百万円

  

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は、次のとおりでありま

す。 

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は、次のとおりでありま

す。 

法定実効税率 40.9％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.2 

均等割税額 △0.1 

評価性引当金 △5.4 

その他 0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.7％

法定実効税率 40.9％

（調整）  

同族会社の留保金課税 17.1 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6 

均等割税額 0.2 

評価性引当金 28.8 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 87.7％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は売上集計区分によっております。 

 
不動産販売 
事業 

（百万円） 

不動産賃貸 
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益       

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 63,405 1,691 3,126 68,224 － 68,224 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 101 2,584 2,686 （2,686) － 

計 63,405 1,793 5,711 70,910 （2,686) 68,224 

営業費用 57,786 1,021 5,395 64,203 （2,216) 61,987 

営業利益 5,619 771 316 6,706 （469) 6,237 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
      

資産 53,814 17,642 8,991 80,449 28,190 108,639 

減価償却費 71 320 33 425 140 565 

資本的支出 － － 20 20 24 44 

 
不動産販売 
事業 

（百万円） 

不動産賃貸 
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益       

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 65,668 1,726 3,241 70,637 － 70,637 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
604 107 3,199 3,911 （3,911) － 

計 66,272 1,834 6,441 74,548 （3,911) 70,637 

営業費用 58,319 1,065 6,262 65,647 （3,512) 62,135 

営業利益 7,953 768 178 8,900 （398) 8,501 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
      

資産 54,330 16,030 9,108 79,469 36,894 116,363 

減価償却費 21 255 38 315 72 388 

減損損失 － 3,061 － 3,061 61 3,122 

資本的支出 69 4 96 169 57 227 



２．各事業の主な内容 

不動産販売事業・・・・・・マンション等の開発分譲 

不動産賃貸事業・・・・・・不動産賃貸及び付随業務 

その他事業  ・・・・・・不動産管理、住設企画販売、金融関連、広告宣伝、不動産管理請負、人材派遣

             事業  

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度におきましては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な

在外支店はないため該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度におきましては、海外売上高はないため該当事項はありません。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額（百万円） 
429 426 

管理部門に係る資産の減価償却

費等 

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の金額（百万円） 
30,557 39,406 

当社での余資運用資金（現金及

び有価証券）及び管理部門に係

る資産 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等は、他の一般的条件及び市場価格等を勘案して決定しております。 

３．原田利勝は、平成17年４月１日をもって取締役会長に就任しております。 

４．㈱明建システムは、当社取締役である髙杉仁が議決権の70.0％を直接保有しております。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等は、他の一般的条件及び市場価格等を勘案して決定しております。 

属性 
氏名 
又は名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

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 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 原田利勝 
東京都 

練馬区 
－ 

当社代表

取締役 

（被所有） 

直接 6.9 
－ － 社宅の賃貸 5 

その他固

定負債 
0 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等 

㈱明建シ

ステム 

東京都 

大田区 
10 不動産業 

（被所有） 

直接 6.7 
－ － 

販売用不動

産の譲渡 
47 － － 

属性 
氏名 
又は名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

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 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 原田利勝 
東京都 

武蔵野市 
－ 

当社取締

役 

（被所有） 

直接 6.7 
－ － 社宅の賃貸 5 

その他流

動負債 
0 



（１株当たり情報） 

 （注） 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（△）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） 

    該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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 1,349円88銭 

１株当たり当期純損失金額 249円04銭 

１株当たり純資産額      1,340円17銭 

１株当たり当期純利益金額    17円21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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在してい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について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△） 

             （百万円） 
△6,309 573 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） 78 133 

（うち利益処分による役員賞与金） (78) (133) 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）         （百万円） 
△6,387 439 

期中平均株式数（株） 25,646,539 25,565,560 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率を算定する際の利率及び残高は期中平均のものを使用しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 2,270 1,270 2.13 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 11,775 10,880 1.90 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 37,497 45,627 1.90 
平成19年～ 

平成26年 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 51,543 57,778 － － 

 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 32,397 2,875 6,243 1,656 



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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※１  23,480   36,390  

２．受取手形   －   35  

３．売掛金   485   675  

４．販売用不動産 
※ 
1,5 

 20,659   10,336  

５．仕掛販売用不動産 ※１  28,635   39,438  

６．貯蔵品   53   78  

７．前払費用   247   304  

８．繰延税金資産   2,793   1,321  

９．未収還付法人税等   714   －  

10．その他   117   90  

流動資産合計   77,187 76.3  88,670 81.0 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 
※ 
1,5 

10,203   9,980   

減価償却累計額  3,968 6,234  4,255 5,725  

(2）構築物 ※１ 164   165   

減価償却累計額  62 101  70 95  

(3）車両運搬具  85   90   

減価償却累計額  57 28  44 46  

(4）器具備品  273   312   

減価償却累計額  230 42  253 58  

(5）土地 
※ 
1,5  

13,492   12,307  

有形固定資産合計   19,899 19.7  18,233 16.7 

 



  
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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   4   1  

(2）電話加入権   29   29  

(3）温泉利用権   0   0  

無形固定資産合計   35 0.0  31 0.0 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   464   599  

(2）関係会社株式   879   899  

(3）破産債権・更生債権
等 

  20   25  

(4）長期前払費用   4   0  

(5）繰延税金資産   1,915   97  

(6）その他   849   928  

貸倒引当金   △79   △83  

投資その他の資産合計   4,055 4.0  2,467 2.3 

固定資産合計   23,989 23.7  20,732 19.0 

資産合計   101,177 100.0  109,402 100.0 

        
 



  
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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形 ※６  17,278   16,997  

２．工事未払金 ※６  197   305  

３．１年以内返済予定長期
借入金 

※１  11,467   10,667  

４．未払金 ※６  234   321  

５．未払費用   36   37  

６．未払法人税等   －   851  

７．未払消費税等   168   171  

８．前受金 ※１  2,184   2,618  

９．預り金   838   776  

流動負債合計   32,405 32.0  32,746 29.9 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  35,090   42,432  

２．退職給付引当金   63   51  

３．役員退職慰労引当金   282   306  

４．預り保証金・敷金   424   426  

固定負債合計   35,861 35.5  43,216 39.5 

負債合計   68,266 67.5  75,963 69.4 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  3,537 3.5  3,537 3.3 

Ⅱ 資本剰余金        

資本準備金  5,395   5,395   

資本剰余金合計   5,395 5.3  5,395 4.9 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  579   579   

２．任意積立金        

(1）別途積立金  27,700   21,900   

３．当期未処分利益又は当
期未処理損失(△) 

 △3,932   2,316   

利益剰余金合計   24,347 24.1  24,796 22.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  66 0.0  145 0.1 

Ⅴ 自己株式 ※３  △436 △0.4  △436 △0.4 

資本合計   32,910 32.5  33,438 30.6 

負債及び資本合計   101,177 100.0  109,402 100.0 

        



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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．不動産売上高  63,405   65,483   

２．その他事業収入  1,175 64,581 100.0 1,259 66,743 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．不動産売上原価  53,993   53,433   

２．その他事業原価  591 54,585 84.5 679 54,112 81.1 

売上総利益   9,995 15.5  12,630 18.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  788   766   

２．前金保証料  8   9   

３．貸倒引当金繰入額  4   5   

４．役員報酬  254   320   

５．給料手当  1,207   1,272   

６．賞与  12   12   

７．退職給付費用  29   △14   

８．役員退職慰労金  13   －   

９．役員退職慰労引当金繰
入額 

 20   27   

10．法定福利費  157   174   

11．福利厚生費  60   60   

12．交際費  53   60   

13．採用費  44   52   

14．旅費交通費  52   64   

15．通信費  94   74   

16．租税公課  248   298   

17．水道光熱費  54   55   

18．保険料  9   8   

19．消耗品費  66   63   

20．修繕費  38   29   

21．賃借料  40   283   

22．リース料  9   7   

23．支払手数料  536   625   

24．維持管理費  153   135   

25．減価償却費  206   109   

26．その他  62 4,229 6.6 35 4,538 6.8 

営業利益   5,766 8.9  8,091 12.1 

 



  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  2   1   

２．受取配当金 ※６ 126   126   

３．有価証券売却益  22   －   

４．匿名組合分配金  －   76   

５．違約金収入  63   44   

６．雑収入  176 390 0.6 193 441 0.7 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  1,147   902   

２．雑損失  176 1,324 2.0 210 1,113 1.7 

経常利益   4,832 7.5  7,419 11.1 

Ⅵ 特別利益        

１．前期損益修正益 ※１ －   4   

２．固定資産売却益 ※３ －   2   

３．投資有価証券売却益   －   0   

４．貸倒引当金戻入益  0 0 0.0 － 7 0.0 

Ⅶ 特別損失        

１．前期損益修正損 ※２ 0   1   

２．固定資産除却損 ※４ 2   0   

３．固定資産売却損 ※５ 13,557   －   

４．販売用不動産評価損  1,401   －   

５．ゴルフ会員権評価損  1   －   

６．貸倒引当金繰入額  36   －   

７．減損損失 ※７ －   2,091   

８．投資有価証券売却損  0   －   

９．関係会社株式評価損  117 15,116 23.4 － 2,093 3.1 

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△) 

  △10,283 △15.9  5,334 8.0 

法人税、住民税及び事
業税 

 10   805   

法人税等調整額  △3,688 △3,678 △5.7 3,234 4,040 6.1 

当期純利益又は当期純
損失(△) 

  △6,605 △10.2  1,294 1.9 

前期繰越利益   2,673   1,022  

当期未処分利益又は当
期未処理損失(△) 

  △3,932   2,316  

        



売上原価明細書 

ａ．不動産売上原価明細書 

 （注）１．原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

２．土地建物購入費は、土地付中高層住宅等の一括仕入によるものであります。 

ｂ．その他事業原価明細書 

  
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（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

用地仕入費  20,835 38.6 23,592 44.2 

外注工事費  24,455 45.3 27,224 50.9 

経費  1,859 3.4 1,747 3.3 

土地建物購入費  6,843 12.7 869 1.6 

不動産売上原価  53,993 100.0 53,433 100.0 

  
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（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

賃料  － － 60 8.8 

支払手数料  38 6.5 37 5.5 

管理費  142 24.0 142 21.0 

水道光熱費  30 5.1 29 4.3 

租税公課  86 14.6 96 14.2 

減価償却費  274 46.3 229 33.7 

修繕費  20 3.5 84 12.4 

広告宣伝費  － － 0 0.1 

その他事業原価  591 100.0 679 100.0 



③【利益処分計算書】 

 （注） 日付は株主総会承認日であります。 

  
前事業年度 

（平成17年６月29日） 
当事業年度 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益又は当期
未処理損失(△) 

  △3,932  2,316 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．別途積立金取崩額  5,800 5,800 － － 

合    計   1,867  2,316 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  766  1,022  

２．役員賞与金  78  133  

（うち監査役分）  (11) 845 (11) 1,156

Ⅳ 次期繰越利益   1,022  1,160 

      



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    

 売買目的有価証券 

  時価法（売却原価は移動平均法により 

     算定） 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

      ────── 

  

  

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 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） 

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 

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 

販売用不動産及び仕掛販売用不動産 

個別法による原価法 

販売用不動産及び仕掛販売用不動産 

同左 

 貯蔵品 

最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（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。な

お、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物…15～50年 

有形固定資産 

同左 

 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、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

無形固定資産 

同左 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 受取手形・売掛金・貸付金等の貸倒

れの損失に備えるために、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)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当事業年

度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、数理

計算上の差異はその発生時の翌事業年

度にて一括費用処理することとしてお

ります。 

(2)退職給付引当金 

同左 

 (3)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額の全額

を計上しております。 

(3)役員退職慰労引当金 

同左 

 



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） 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処

理を採用しております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金の利息 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3)ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており

ます。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 (4)ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているので決算日における有効性

の評価を省略しております。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

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 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。た

だし、資産に係る控除対象外消費税及

び地方消費税は当事業年度の期間費用

としております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



（会計方針の変更） 

（追加情報） 

    該当事項はありません。 

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） 

  固定資産の減損に係る会計 

  基準 

      ──────  当事業年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年8月9日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第6号 平成

15年10月31日）を適用しております。こ

れにより、税引前当期純利益は2,091百万

円減少しております。 

 なお、減損損失累計額につきまして

は、改正後の財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

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．担保資産 

(1)担保に供している資産 

※１．担保資産 

(1)担保に供している資産 

販売用不動産 9,984百万円

仕掛販売用不動産 27,098百万円

建物 5,138百万円

構築物 70百万円

土地 10,990百万円

計 53,282百万円

現金及び預金      328百万円

販売用不動産      1,823百万円

仕掛販売用不動産       37,040百万円

建物      4,329百万円

構築物 66百万円

土地       10,051百万円

計       53,640百万円

(2)担保資産に対応する債務 (2)担保資産に対応する債務 

１年以内返済予定長期借入金 11,467百万円

長期借入金 35,090百万円

計 46,557百万円

前受金     328百万円

１年以内返済予定長期借入金    10,667百万円

長期借入金     42,432百万円

計     53,429百万円

※２．会社が発行する株式の総数 

普通株式 104,000,000株

発行済株式総数 普通株式 26,000,000株

※２．会社が発行する株式の総数 

普通株式    104,000,000株

発行済株式総数 普通株式     26,000,000株

※３．当社の保有する自己株式の総数 普通株式 

434,440株

※３．当社の保有する自己株式の総数 普通株式 

       434,440株

４．偶発債務 

(1）他社の金融機関等からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っております。 

４．偶発債務 

(1）他社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務保証を行っております。 

明和ファイナンス㈱ 4,122百万円 明和ファイナンス㈱      3,608百万円

(2）このほかに他社の金融機関からの借入金に対し

て、次のとおり保証の予約又は経営指導念書の差

入を行っております。 

(2）このほかに他社の金融機関からの借入金に対し

て、次のとおり保証の予約又は経営指導念書の差

入を行っております。 

明和管理㈱ 384百万円 明和管理㈱    329百万円

(3）当社顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登

記完了までの間、金融機関及び住宅金融専門会社

等12社に対し、次のとおり連帯債務保証を行って

おります。 

(3）当社顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登

記完了までの間、金融機関及び住宅金融専門会社

等10社に対し、次のとおり連帯債務保証を行って

おります。 

 3,853百万円       6,493百万円

※５．      ────── ※５．販売用不動産の保有目的の変更 

   従来、販売用不動産として保有していた下記の不 

  動産は、当事業年度から保有目的を変更したため、 

  有形固定資産に振り替え表示しております。 

   （振替時帳簿価額） 

 建物 428百万円

土地 200百万円

※６．関係会社に対する負債 ※６．関係会社に対する負債 

支払手形 1,159百万円

工事未払金 123百万円

未払金 99百万円

支払手形      1,169百万円

工事未払金    74百万円

未払金   175百万円

７．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことによる純資産の増加額は66百万円であ

ります。 

７．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことによる純資産の増加額は145百万円であ

ります。 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．      ────── ※１．前期損益修正益の内訳は、次のとおりでありま

す。       

 過年度売上原価修正益  3百万円

過年度販管費修正益  1百万円

計  4百万円

※２．前期損益修正損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※２．前期損益修正損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

過年度販管費修正損 0百万円

計  0百万円

過年度営業外収益修正損  1百万円

計  1百万円

※３．      ────── ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。 

  

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 ※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

車両運搬具売却益  2百万円

計  2百万円

建物除却損 1百万円

器具備品除却損 0百万円

車両運搬具除却損 0百万円

計 2百万円

器具備品除却損  0百万円

車両運搬具除却損  0百万円

計  0百万円

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※５．      ────── 

建物売却損 698百万円

構築物売却損 6百万円

車両運搬具売却損 0百万円

土地売却損 12,852百万円

計 13,557百万円

 

※６．関係会社に対する収益 ※６．関係会社に対する収益 

受取配当金 125百万円 受取配当金    125百万円

 



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） 

※７．      ────── ※７．減損損失 

  当社は、固定資産に計上している賃貸物件及び、 

 遊休資産について、その物件ごとに一つの資産グルー 

 プとして分類しております。 

  賃貸不動産に係る賃料水準の大幅な下落及び、継続 

 的な地価の下落により、当社は当事業年度において、 

 収益性が著しく低下した以下の賃貸用不動産及び、遊 

 休資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減 

 少額を減損損失（2,091百万円）として特別損失に計上 

 いたしました。 

  （地域） 

  東京都練馬区 

  （主な用途）        （減損損失） 

  賃貸用戸建住宅  1戸     421百万円 

  （地域） 

  神奈川県横浜市 

  （主な用途）        （減損損失） 

  賃貸マンション 3棟      213百万円 

  賃貸マンション 5戸       14百万円 

  遊休資産    1件       61百万円 

  （地域）           

  神奈川県その他  

  （主な用途）        （減損損失） 

  賃貸マンション 3棟      114百万円 

  賃貸マンション 17戸      196百万円 

  駐車場     1件      126百万円 

  （地域） 

  北海道札幌市 

  （主な用途）        （減損損失） 

  賃貸マンション 1棟      943百万円 

  

 ※地域ごとの減損損失の内訳 

 ・東京都練馬区  

 421（内、土地326、建物95） 百万円 

 ・神奈川県横浜市 

 288（内、土地217、建物71） 百万円 

 ・神奈川県その他 

 437（内、土地253、建物184）百万円 

 ・北海道札幌市 

 943（内、土地588、建物354）百万円  

  

  なお、当資産グループの回収可能価額は、それぞれ 

 の資産グループの正味売却価額と使用価値を比較し、 

 いずれか高いものを各資産グループにおいて採用して 

 おります。 

  正味売却価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額等 

 により評価しております。また、使用価値においては 

 将来キャッシュ・フローを5％で割り引いて算定してお 

 ります。 



（リース取引関係） 

（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）及び当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

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） 

（借主側） 

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 

（借主側） 

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具備品 6 3 3 

合計 6 3 3 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具備品 6 5 1 

合計 6 5 1 

 （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。 

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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1百万円

１年超 1百万円

合計 3百万円

１年内  1百万円

１年超  0百万円

合計  1百万円

 （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。 

同左 

３．当期の支払リース料及び減価償却費相当額 ３．当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額 

 、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額  1百万円

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 

  （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．当期における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生

の主な原因別内訳は、次のとおりであります。 

１．当期における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 

の主な原因別内訳は、次のとおりであります。 

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 32百万円

退職給付引当金損金算入限度超過

額 
25百万円

役員退職慰労引当金繰入額 115百万円

販売用不動産評価損 919百万円

ゴルフ会員権評価損 55百万円

関係会社株式評価損 436百万円

繰越欠損金 3,775百万円

その他 7百万円

繰延税金資産小計 5,368百万円

評価性引当金 △532百万円

繰延税金資産計 4,835百万円

繰延税金負債  

前払年金費用 △19百万円

未収還付事業税 △52百万円

その他有価証券評価差額 △45百万円

その他 △8百万円

繰延税金負債計 △127百万円

繰延税金資産の純額 4,708百万円

  

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 34百万円

退職給付引当金損金算入限度超過

額 
  20百万円

役員退職慰労引当金繰入額    125百万円

販売用不動産評価損    349百万円

ゴルフ会員権評価損   55百万円

関係会社株式評価損    436百万円

繰越欠損金    944百万円

未払事業税等    27百万円

業務委託料  24百万円

固定資産評価損  310百万円

減損損失  846百万円

その他  4百万円

繰延税金資産小計  3,179百万円

評価性引当金 △1,616百万円

繰延税金資産計  1,563百万円

繰延税金負債  

前払年金費用  △43百万円

その他有価証券評価差額  △100百万円

繰延税金負債計 △143百万円

繰延税金資産の純額  1,419百万円

  

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は、次のとおりでありま

す。 

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は、次のとおりでありま

す。 

法定実効税率 40.9％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.2 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 

0.5 

評価性引当金 △5.2 

その他 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.8％

法定実効税率 40.9％

（調整）  

同族会社の留保金課税 15.0 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 

△0.9 

均等割税額 0.1 

評価性引当金 20.3 

その他 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 75.7％



（１株当たり情報） 

 （注） 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（△）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） 

    該当事項はありません。 

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 1,284円26銭 

１株当たり当期純損失金額 260円59銭 

１株当たり純資産額      1,302円75銭 

１株当たり当期純利益金額    45円40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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在してい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について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

 
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） 

当期純利益又は当期純損失（△） 

             （百万円） 
△6,605 1,294 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） 78 133 

（うち利益処分による役員賞与金） (78) (133) 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）         （百万円） 
△6,683 1,160 

期中平均株式数（株） 25,646,539 25,565,560 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  （注） ㈱ＵＦＪホールディングスは、平成17年10月１日の㈱三菱東京フィナンシャル・グループとの合併により、 

      ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループに名称変更しております。 

  

【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価

証券 

その他有

価証券 

㈱みずほフィナンシャルグループ 215.23 207 

小金井ゴルフ㈱ 1 58 

㈱ＵＣＯＭ 625 50 

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 73,000 37 

㈱りそなホールディングス 72.25 29 

㈱横浜銀行 10,700 10 

㈱山田クラブ２１ 15 6 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2.99 5 

東京不動産信用保証㈱ 5,000 5 

セコムテクノサービス㈱ 1,000 4 

住友信託銀行㈱ 1,050 1 

工藤建設㈱ 2,200 0 

㈱グランフィールズ 4 0 

㈱キューブ 10 0 

全国不動産信用保証㈱ 500 0 

計 94,395.47 418 

種類及び銘柄 投資口数（口） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価

証券 

その他有

価証券 

（匿名組合出資） 

 有限会社ＧＳＰ 
1 181 

計 181 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）(1) 当期償却額のうち、229百万円は「その他事業原価」、109百万円は「販売費及び一般管理費」に計上してお

ります。 

(2) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

建 物   賃貸用      428百万円 

土 地   賃貸用        200百万円 

(3) 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。なお、当期減少額のうち、（ ）内は内書きで、減損

損失の計上額であります。 

建 物   賃貸用       704百万円 

土 地   賃貸用      1,324百万円 

遊休資産            61百万円 

  

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産        

建物 10,203 481 
704 

 (704) 
9,980 4,255 286 5,725 

構築物 164 2 
0 

(0) 
165 70 8 95 

車両運搬具 85 35 30 90 44 13 46 

器具備品 273 39 0 312 253 23 58 

土地 13,492 200 
1,385 

 (1,385) 
12,307 － － 12,307 

有形固定資産計 24,219 760 
2,122 

 (2,091) 
22,857 4,623 331 18,233 

無形固定資産        

ソフトウェア 90 － 73 16 15 3 1 

電話加入権 29 － － 29 － － 29 

温泉利用権 1 － － 1 0 0 0 

無形固定資産計 121 － 73 47 16 3 31 

長期前払費用 61 － － 61 60 4 0 

繰延資産        

───── － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 



【資本金等明細表】 

 （注）１．当期末における自己株式数は、434,440株であります。 

２．当期減少額は前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

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（百万円） 3,537 － － 3,537 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）１ （株） (26,000,000)   （－）   （－） (26,000,000) 

普通株式 （百万円） 3,537 － － 3,537 

計 （株） (26,000,000)  （－）   （－） (26,000,000) 

計 （百万円） 3,537 － － 3,537 

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 （百万円） 5,395 － － 5,395 

計 （百万円） 5,395 － － 5,395 

利益準備金及

び任意積立金 

利益準備金 （百万円） 579 － － 579 

別途積立金（注）２ （百万円） 27,700 － 5,800 21,900 

計 （百万円） 28,279 － 5,800 22,479 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 79 5 0 － 83 

役員退職慰労引当金 282 27 3 － 306 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ．現金及び預金 

ロ．受取手形 

① 相手先別内訳 

② 期日別内訳 

ハ．売掛金 

① 相手先別内訳 

② 滞留期間別内訳 

 （注） ５ヶ月超の金額43百万円は分割回収の売掛金であり、回収期日別の金額は次のとおりであります。 

区分 金額（百万円） 

現金 135 

預金の種類  

当座預金 11,926 

普通預金 1,946 

別段預金 3 

通知預金 940 

定期預金 21,438 

計 36,255 

合計 36,390 

相手先 金額（百万円） 

㈱レトロ企画 35 

期日別 金額（百万円） 

平成18年６月 35 

相手先 金額（百万円） 

一般顧客（不動産売上高） 668 

一般顧客（その他の事業収入） 7 

合計 675 

期間 金額（百万円） 

１ヶ月以内 604 

２ヶ月以内 27 

３ヶ月以内 － 

４ヶ月以内 － 

５ヶ月以内 － 

５ヶ月超 43 

合計 675 



ニ．販売用不動産 

 （注） 地域別明細は次のとおりであります。なお、下記の金額は土地・建物の合計であり、面積（㎡）には建物は含

んでおりません。 

回収期日 金額（百万円） 

平成18年４月～平成19年３月 7 

平成19年４月～平成20年３月 6 

平成20年４月～平成21年３月 6 

平成21年４月～平成22年３月 6 

平成22年４月～平成23年３月 6 

平成23年４月～平成24年３月 6 

平成24年４月～平成25年３月 4 

合計 43 

区分 金額（百万円） 

分譲マンション 10,336 

地域 面積（㎡） 金額（百万円） 

東京都 2,301.20 2,718 

（23区） (952.13) (960) 

（その他） (1,349.07) (1,757) 

神奈川県 6,852.70 6,419 

（横浜市） (6,232.12) (5,830) 

（その他） (620.58) (588) 

埼玉県 374.57 280 

静岡県 121.82 33 

北海道 882.32 884 

合計 10,532.61 10,336 



ホ．仕掛販売用不動産 

 （注） 地域別明細は次のとおりであります。なお、下記の金額は土地・建物の合計であり、面積（㎡）には建物は含

んでおりません。 

ヘ．貯蔵品 

区分 金額（百万円） 

分譲マンション 39,438 

地域 面積（㎡） 金額（百万円） 

東京都 28,199.11 23,428 

（23区） (27,103.91) (22,650) 

（その他） (1,095.20) (778) 

神奈川県 24,946.82 9,261 

（横浜市） (10,397.41) (6,416) 

（その他） (14,549.41) (2,844) 

埼玉県 4,967.92 3,141 

千葉県 6,854.77 1,688 

北海道 4,268.21 1,539 

愛知県 728.80 379 

合計 69,965.63 39,438 

品目 金額（百万円） 

パンフレット他 78 



② 負債の部 

イ．支払手形 

① 相手先別内訳 

② 期日別内訳 

ロ．工事未払金 

相手先 金額（百万円） 

三井住友建設㈱ 5,787 

㈱奥村組 1,515 

大豊建設㈱ 1,315 

安藤建設㈱ 1,248 

明和総合商事㈱ 1,169 

戸田建設㈱ 1,113 

その他 4,848 

合計 16,997 

期日別 金額（百万円） 

平成18年４月 1,186 

５月 806 

６月 836 

７月 4,459 

８月 5,342 

９月 4,366 

合計 16,997 

相手先 金額（百万円） 

明和総合商事㈱ 74 

環境計画㈱ 60 

タカハシ㈱ 37 

大豊建設㈱ 35 

戸田建設㈱ 29 

㈱ＵＳＥＮ 15 

その他 53 

合計 305 



ハ．長期借入金 

 （注）（1）（ ）内の金額は内書で一年以内返済予定額であり、貸借対照表では「１年以内返済予定長期借入金」 

 として流動負債に計上しております。             

     （2）㈱ＵＦＪ銀行は、平成18年１月１日の㈱東京三菱銀行との合併により、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行に名称 

 変更しております。 

     （3）三菱信託銀行㈱は、平成17年10月１日のＵＦＪ信託銀行㈱との合併により、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱に 

 名称変更しております。 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

借入先 金額（百万円） 

㈱みずほコーポレート銀行 
(3,900) 

9,837 

㈱あおぞら銀行 
(886) 

9,177 

㈱北陸銀行 
(409) 

6,496 

㈱三井住友銀行 
(1,000) 

5,650 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 
(1,220) 

5,190 

㈱みずほ銀行 
(1,240) 

3,750 

㈱りそな銀行 
 （－） 

3,700 

㈱横浜銀行 
(21) 

3,039 

住友信託銀行㈱ 
(590) 

2,400 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 
 （－） 

1,630 

㈱北洋銀行 
(1,400) 

1,400 

㈱千葉銀行 
 （－） 

570 

㈱北海道銀行 
 （－） 

260 

合計 
(10,667) 

53,100 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月29日 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行う。公告掲載URL http://www.meiwajisyo.co.jp 

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。 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

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19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30日関東財務局長に提出

(2) 半期報告書 

（第20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15日関東財務局長に提出 

(3) 自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年３月31日）平成17年４月15日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年４月30日）平成17年５月13日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）平成17年６月７日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）平成17年７月14日関東財務局長に提出 

(4) 臨時報告書の訂正報告書 

平成17年４月１日関東財務局長に提出 

平成17年３月28日提出の臨時報告書（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）に係る訂正報告書で

あります。 



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 

  平成１７年６月３０日

明和地所株式会社   

 代表取締役社長 原田 英明 殿  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 橋本 登志雄  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 塚原 雅人   印 

 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」に掲げられている明和

地所株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結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連結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

査法人に連結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

ての連結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、上記の連結財務諸表が、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、明和

地所株式会社及び連結子会社の平成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連結会計年度の経営成

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 

 （注） 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、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年６月３０日

明和地所株式会社   

 代表取締役社長 原田 英明 殿  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 塚原 雅人   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 武内 清信   印 

 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」に掲げられている明和

地所株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結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連結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

査法人に連結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

ての連結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、上記の連結財務諸表が、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、明和

地所株式会社及び連結子会社の平成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連結会計年度の経営成

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。 

  

追記情報 

 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ているとおり、会社は当連結会計年度から固定資産

の減損に係る会計基準を適用している。 

  

 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 

 （注） 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、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１７年６月３０日

明和地所株式会社   

 代表取締役社長 原田 英明 殿  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 橋本 登志雄  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 塚原 雅人   印 

 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」に掲げられている明和

地所株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第１９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、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、明和地所

株式会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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 

 （注） 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、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年６月３０日

明和地所株式会社   

 代表取締役社長 原田 英明 殿  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 塚原 雅人   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 武内 清信   印 

 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」に掲げられている明和

地所株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第２０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、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、明和地所

株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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。 

  

追記情報 

 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

  

 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 

 （注） 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、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 
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