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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．第44期連結会計年度は連結財務諸表を作成しておりますが、それ以外は連結財務諸表を作成しておりません

ので、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。 

２．連結子会社であるビジネスセンター株式会社は平成16年10月１日をもって当社が吸収合併致しましたので、

第44期連結会計年度においては従業員数は記載しておりません。また、同様の理由により連結貸借対照表は

作成しておりませんので、第44期連結会計年度においては連結貸借対照表に関係する項目についての記載は

行っておりません。 

３．売上高には、消費税等が含まれておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

回次 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 （千円） － － 7,164,889 － － 

経常利益 （千円） － － 518,964 － － 

当期純利益 （千円） － － 270,488 － － 

純資産額 （千円） － － － － － 

総資産額 （千円） － － － － － 

１株当たり純資産額 （円） － － － － － 

１株当たり当期純利

益 
（円） － － 48.31 － － 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － － － － － 

自己資本利益率 （％） － － － － － 

株価収益率 （倍） － － 25.67 － － 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － 234,628 － － 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － △1,222,605 － － 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － △190,733 － － 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） － － － － － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（名） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等が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は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第44期は、連結財務諸表を作成しており、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、キャッシュ・

フロー計算書に関係する項目についての記載は行っておりません。 

回次 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 （千円） 6,861,293 7,291,259 6,985,200 7,232,757 7,035,189 

経常利益 （千円） 771,245 804,397 545,174 541,829 369,096 

当期純利益 （千円） 408,713 411,512 288,051 192,243 101,153 

持分法を適用した場

合の投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 909,677 909,677 909,677 909,677 909,677 

発行済株式総数 （株） 5,191,040 5,191,040 5,191,040 5,191,040 5,191,040 

純資産額 （千円） 8,373,783 8,726,156 9,001,532 9,390,331 9,262,237 

総資産額 （千円） 9,588,517 10,139,680 10,787,022 11,081,035 10,570,311 

１株当たり純資産額 （円） 1,608.77 1,676.88 1,730.41 1,805.74 1,784.44 

１株当たり配当額 

（内１株当たり中間

配当額） 

（円） 

（円） 

25.00 

(－) 

25.00 

(－) 

25.00 

(－) 

25.00 

(－) 

25.00 

(－) 

１株当たり当期純利

益 
（円） 74.24 75.00 51.69 33.66 19.49 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 87.3 86.1 83.45 84.74 87.63 

自己資本利益率 （％） 4.95 4.81 3.25 2.09 1.09 

株価収益率 （倍） 8.08 12.27 23.99 42.48 45.51 

配当性向 （％） 33.7 33.3 48.37 74.27 128.28 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 223,132 676,217 － 398,476 △23,911 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 1,607,119 △930,604 － △529,455 206,615 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △129,988 △129,955 － △129,764 △129,920 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） 4,742,388 4,358,045 － 2,918,591 2,971,374 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（名） 
1,007 

(1,002) 

982 

(993) 

958 

(1,080) 

946 

(1,268) 

932 

(1,063) 



２【沿革】 

年月 沿革 

昭和32年８月 札幌市中央区に弘栄産業株式会社を設立する。 

昭和37年８月 弘栄産業株式会社美装部の事業を継承し、札幌市中央区に北海道ビル管理株式会社（現株式会社

ベルックス）を設立する。 

昭和38年８月 北海道室蘭市に営業所を設置する。 

昭和39年９月 警備部を新設、北海道内初の民間警備業務に着手する。 

昭和40年４月 札幌市と市立学校84校の夜間警備業務を受注、全国初の学校警備を開始する。 

昭和42年11月 北海道旭川市に連絡所を設置する。 

昭和43年３月 北海道釧路市及び北海道帯広市に営業所を設置する。 

昭和44年４月 北海道江別市に営業所を設置する。 

昭和47年３月 札幌市中央区に株式会社北海道機動警備を設立する。 

昭和49年９月 札幌市中央区に警備指令センターを設置する。 

昭和51年２月 北洋ビルの清掃及び設備管理業務を受注する。 

昭和51年６月 北海道北見市に営業所を設置する。 

昭和55年６月 東日本学園大学（現北海道医療大学）の総合管理業務を受注する。 

昭和56年５月 札幌市中央区に東日本設備管理株式会社を設立する。 

昭和56年11月 札幌市中央区北５条西12丁目２番地に本社を移転する。 

昭和57年１月 札幌市中央区に札幌営業所を設置する。 

昭和57年11月 北海道虻田郡倶知安町に倶知安事業所を設置する。 

昭和57年12月 ニセコ東山プリンスホテルの総合管理業務を受注する。 

昭和58年11月 札幌市中央区に北海道ビジネスサービス株式会社を設立する。 

昭和59年６月 北海道苫小牧市に営業所を設置し、室蘭営業所を廃止する。 

昭和59年６月 北海道函館市に事業所を設置する。 

昭和62年７月 市立江別総合病院の清掃業務を受注する。 

平成３年10月 道民活動センタービル（かでる２・７）の清掃業務を受注する。 

平成４年７月 ホテルロイトン札幌の客室整備及び清掃業務を受注する。 

平成４年10月 民間ホテルの積極的な受注に向けて、本社にホテル事業部を設置する。 

平成６年10月 商号を株式会社ベルックスに変更する。 

平成６年10月 株式会社ベルックスが存続会社となり、弘栄産業株式会社、株式会社北海道機動警備、東日本設

備管理株式会社及び北海道ビジネスサービス株式会社の４社を吸収合併する。 

平成６年10月 当社警備部及び被合併会社株式会社北海道機動警備の組織を統合し、札幌市中央区に警備事業本

部を設置する。 

平成６年10月 北海道室蘭市に営業所を設置する。（合併に伴い、株式会社北海道機動警備より継承） 

平成６年12月 ＪＡさっぽろ月寒中央ビルの総合管理業務を受注する。 

平成８年６月 警備事業本部社屋を新築する。 

平成９年７月 日本証券業協会に株式を店頭登録する。 

平成10年７月 本州市場進出の拠点として東京都新宿区に「ベルックス新宿ビル」を取得する。 

平成10年10月 ベルックス新宿ビル内に東京事業本部（東京支社）を開設する。 

平成11年１月 当社の100％子会社である新世紀ビル管理株式会社を吸収合併する。 

平成11年３月 不動産賃貸業務を開始する。 

平成11年３月 札幌市中央区に「ベルックス北５ビル」を取得する。 

平成13年２月 東京都新宿区に「ベルックス新宿ビルⅡ」を取得する。 

平成13年４月 札幌、旭川、函館の大同生命が所有するビルの総合管理業務を受注する。 

平成13年５月 札幌ドームの清掃業務を受注する。 

平成13年７月 札幌市中央区に株式会社ビルサポートを設立する。 

平成16年５月 千葉県銚子市のビジネスセンター株式会社の株式を取得し、100％子会社とする。 

平成16年10月 当社の100％子会社であるビジネスセンター株式会社を吸収合併する。 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場する。 



３【事業の内容】 

 当社グループは、㈱ベルックス（以下「当社」という）及び子会社１社で構成され、事業内容は公共施設、オフィ

スビル、ホテル及び病院施設の各種建築物における清掃業務、建築物附属設備のオペレーション業務及び保守点検業

務、建築物等における常駐及び機械警備業務、さらに、水質検査、ねずみ・こん虫防除業務等の環境衛生業務及び受

付案内、電話交換等の人材派遣業務を加えたトータル的な総合ビルメンテナンス業務を主たる目的とし、その他建築

物の設計・監理・コンサルタント業務、保全管理業務、建設業、不動産賃貸業務及びビルメンテナンス関連商品の販

売等多岐にわたるサービス事業を展開しております。 

 当事業年度における、各部門に係る主な事業内容と主要な関係会社は、概ね次のとおりであります。 

ビルメンテナンス事業・不動産賃貸事業…当社で営まれております。 

建築物保全管理業・設計監理業・建設業…㈱ビルサポートで営まれております。 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

 （注）※１．非連結子会社で持分法非適用会社 

※２．役員及びそれらの近親者が議決権の過半数を所有する会社 



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)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数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．従業員数欄の（外書）は、臨時雇用従業員及びパートタイマーの年間平均雇用人数（１日８時間換算）であ

ります。 

(2)労働組合の状況 

 （注）１. 労使関係は円満に推移しており、特記事項はありません。 

    ２. ベルックス釧路警備労働組合は、平成19年３月31日付をもって解散しました。 

  平成19年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

932 

(1,063) 
50.3 6.9 2,701 

  平成19年３月31日現在

労働組合の名称 結成年月日 所属上部団体 組合員数（名） 

ベルックス労働組合 昭和51年７月１日 未加入 165 

ＢＥＬＸ釧路設備労働組合 昭和61年11月28日 未加入 10 

ベルックスユニオン 平成14年５月15日 札幌地区ユニオン 2 



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、個人消費や設備投資、海外需要ともに緩やかな回復をつづけ、戦後最

長の「いざなぎ景気」を超える景気拡大となりました。 

今後も、米経済の減速や原油価格の動向などの不安材料は残っているものの、企業収益の本格的な改善や雇

用情勢の回復など、当面は回復基調に大きな変化はないものと思われます。 

しかしながら、当社の営業地盤である北海道経済は、個人消費や設備投資、雇用環境など一部に改善の動き

がみられましたが、全般的には横ばい圏内で推移し依然として厳しい状況が続きました。  

ビルメンテナンス業界は、全国的には一部の都市においてやや好転の兆しはあるものの、依然として、全体

売上の伸び悩みと、過当競争による受注価格の低迷から、厳しさは一段と増している状況にあります。 

このような状況のもとで、当社は引続き民間受注の拡大に全社を挙げて営業活動の推進と現場管理コストの

削減に取組みました。 

以上の結果、当期の売上高は、民間大口物件の解約などにより7,035百万円（前期比2.7％減）、経常利益は

受注金額の低価格化による利益率の低下が大きく影響したことなどにより369百万円（前期比 31.9％減）、当

期純利益につきましては関係会社株式評価損等の特別損失の計上により101百万円（前期比47.4％減）の減収減

益となりました。  

事業部門別販売実績 

 （注） 上記金額には、消費税等が含まれておりません。 

事業部門別 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

金額（千円）   前年同期比（％） 

ビルメンテナン

ス事業 

  

  

  

  

 清掃部門 2,306,660 95.2 

 警備部門 1,878,212 91.0 

 設備部門 2,044,907 102.8 

 上記に関するその他の部門 526,370 103.8 

小計 6,756,151 96.7 

不動産賃貸事業  不動産賃貸部門 279,037 112.2 

  合計  7,035,189 97.3 



(2)キャッシュ・フロー 

        当事業年度における現金及び現金同等物（以下資金という。）は、投資活動による資金増加により前事業年度

末に比べ52百万円増加し当事業年度末には2,971百万円となりました。 

    また、当事業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) 

    当事業年度において営業活動の結果使用した資金は23百万円(前年同期に得られた資金は398百万円)となりま

した。 

     これは主に、税引前当期純利益304百万円に加えて、減価償却費88百万円及び関係会社株式評価損54百万円等

の非資金的項目がありましたが、役員退職金の支給248百万円や法人税等の支払額252百万円があったことによる

ものであります。 

     (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

      当事業年度において投資活動の結果得られた資金は206百万円(前年同期に使用した資金は529百万円)となりま

した。 

     これは主に有価証券の取得による支出309百万円及び定期預金の預入による支出2,030百万円がありましたが、

定期預金の払戻しによる収入2,530百万円があったことによるものであります。 

     (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

      当事業年度において財務活動の結果使用した資金は129百万円(前年同期とほぼ同額)となりました。 

    これは配当金の支払いによるものであります。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）販売方法 

 当社は、日本国内の官公庁及び民間のビルオーナー等に対して、総合ビルメンテナンス業務を中心とした役務提

供を実施しております。 

(2）事業所別販売実績 

 （注）１．上記金額には、消費税等が含まれておりません。 

２．本表中事業所別のうち本社は、ホテル事業部、設備保全部、不動産管理部、常駐警備部及び機械警備部で構

成されております。 

事業所別 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

本社 1,991,581 103.5 

東京支社 245,177 91.4 

銚子支店 334,765 90.9 

札幌事業部 1,730,356 114.2 

旭川営業所 591,364 77.9 

釧路営業所 433,378 81.4 

帯広営業所 474,689 100.9 

江別営業所 382,562 88.9 

北見営業所 238,851 83.7 

苫小牧営業所 163,545 94.4 

函館営業所 137,338 84.3 

室蘭営業所 192,938 93.3 

千歳営業所 118,638 86.7 

合計 7,035,189 97.3 



(3）主要顧客別売上状況 

 （注）１．上記金額には、消費税等が含まれておりません。 

２．当社の主たる事業は、建築物の清掃、設備の保守管理及び警備であり、官公庁及び民間のビルオーナー等を

顧客としておりますが、売上高全体に占める官公庁（中央官庁、地方公共団体及びそれらの外郭団体）の割

合は、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）46.4％、当事業年度（平成18年４月１日

から平成19年３月31日まで）39.8％となっております。なお、官公庁の発注は指名競争入札及び一般競争入

札により行われております。 

３【対処すべき課題】 

    ビルメンテナンス業界の経営環境は極めて厳しく、引続き受注契約は今後も低価格が続いていくものと思われ

ます。このような状況下ではありますが、当社では経営体質の変革を最重点課題として「売上重視から利益確保

への転換」、「受注物件毎の事後管理（原価管理）の徹底」、「経営的視点に立った顧客対応」を図ると共に組

織の活性化と人材の育成などにも積極的に取り組み、事業基盤の強化に努めてまいります。 

    売上につきましては、一層の受注契約の努力と当社特有の手法による品質の維持を確保し、利益については、

作業効率の見直し等による管理コストの低減、労働の量と適正人員配置の見直しを重点に売上原価及び販管費に

ついてもさらにムダの排除を実践し、より一層のコスト削減に努め収益の確保を図る所存であります。 

４【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には、以下のようなものがあります。 

  当社の主要な顧客基盤としております官公庁物件につきましては、一般競争入札の導入により、民間に比べて

契約改定率のマイナス幅が大きく、また、単年度受注により、継続した予想が立てにくく、安定した経営にとっ

て不確定要素になる場合が増えつつあります。 

５【経営上の重要な契約等】 

   該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

   該当事項はありません。 

顧客別 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

北海道 1,544,482 21.4 1,091,767 15.5 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1)当事業年度の経営成績の分析 

当事業年度の経営成績は、依然として、全体売上の伸び悩みと、過当競争による受注価格の低迷から、経営環

境は一段と厳しさを増している状況にあります。 

      このような状況のもとで、当社は引続き民間受注の拡大に全社を挙げて営業活動の推進と現場管理コストの削

減に取組みました。 

      以上の結果、当期の売上高は、民間大口物件の解約などにより7,035百万円（前期比2.7％減）、経常利益は受

注金額の低価格化による利益率の低下が大きく影響したことなどにより369百万円（前期比31.9％減）、当期純

利益につきましては関係会社株式評価損等の特別損失の計上により101百万円（前期比47.4％減）の計上となり

ました。 

（部門別の売上状況） 

 清掃部門は2,306百万円(前期比4.8%減)、構成比32.8％・警備部門は1,878百万円(前期比9.0%減) 、構成比

26.7％・設備部門は、2,044百万円(前期比2.8%増)、構成比29.1％・その他部門は526百万円(前期比3.8%増)、構

成比7.4％・不動産賃貸部門は279百万円(前期比12.2%増)、構成比4.0％となりました。 

(2)戦略的現状と見通し 

 当社といたしては、この厳しい環境の中で勝ち残る為には、創業時から培ってきた原点に立ち戻り、当社の技

術、強み、オペレーション体制などを再点検しております。まず、当社がここまで大きく成長して来た要因のひ

とつとして、かつて日本に導入されていなかった「ドライクリーニング手法」の確立があります。当社の強みを

再確認し、サービス品質を高め、活力ある企業風土を創り経営基盤の再構築を行なう中で、安定した収益基盤の

確立が急務となっております。現在、ビルメンテナンス業の総需要は伸び悩みの傾向にあり、契約改定率もマイ

ナスで推移しております。特に官公庁物件につきましては、一般競争入札の導入により、民間に比べて契約改定

率のマイナス幅が大きく、また、単年度受注により、継続した予想が立てにくく、安定した経営にとって不確定

要素になる場合が増えつつあります。こうした状況から当社は、比較的長期の契約サービスの評価に対して厳し

い判断を行なう民間へのシフトを引続き進めてまいります。         



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

    該当事項はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 （注）１．従業員数の（ ）書は外数で、臨時雇用従業員及びパートタイマーの当事業年度末現在の実人数でありま

す。 

  平成19年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

事業部門別の
名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（名） 

建物及び構
築物 
（千円） 

車輌運搬
具 
（千円） 

土地 
（千円） 
（面積㎡） 

工具器具
及び備品 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

（札幌市中央区） 
－ 

管理及び営業

設備 
94,736 7,341 

187,100 

(460.71) 
12,186 301,365 

(211) 

112 

警備事業本部 

（札幌市中央区） 

ビルメンテナン

ス事業 

管理及び営業

設備 
102,880 6,376 

224,200 

(287.33) 
5,306 338,764 

(177) 

253 

東京支社 

（東京都新宿区） 

ビルメンテナン

ス事業・不動産

賃貸事業 

管理及び営業

設備 

賃貸用不動産 

256,004 － 
392,068 

(264.69) 
718 648,791 

(10) 

16 

銚子支店 

（千葉県銚子市） 

ビルメンテナン

ス事業 
営業設備 － － － － － 

(97) 

33 

札幌事業部・設備保全部 

（札幌市中央区） 
〃 営業設備 30,512 1,500 

112,400 

(571.20) 
3,360 147,774 

(529) 

205 

旭川営業所 

（北海道旭川市） 
〃 営業設備 1,595 － － 727 2,323 

(208) 

58 

釧路営業所 

（北海道釧路市） 
〃 営業設備 391 1,371 － 221 1,984 

(155) 

56 

帯広営業所 

（北海道帯広市） 
〃 営業設備 1,094 1,013 － 12 2,119 

(190) 

37 

江別営業所 

（北海道江別市） 
〃 営業設備 － － － 145 145 

(124) 

75 

北見営業所 

（北海道北見市） 
〃 営業設備 2,341 1,357 － 220 3,918 

(128) 

25 

苫小牧営業所 

（北海道苫小牧市） 
〃 営業設備 － 1,218 － 220 1,439 

(88) 

3 

函館営業所 

（北海道函館市） 
〃 営業設備 － － － － － 

(49) 

13 

室蘭営業所 

（北海道室蘭市） 
〃 営業設備 － 752 － 540 1,292 

(3) 

5 

千歳営業所 

（北海道千歳市） 
〃 営業設備 － － － － － 

(12) 

38 

ベルックス北５ビル 

（札幌市中央区） 
不動産賃貸事業 賃貸用不動産 447,251 － 

315,168 

(2,582.49) 
406 762,825 

(－) 

3 

ベルックス新宿ビルⅡ 

（東京都新宿区） 
〃 賃貸用不動産 329,893 － 

282,324 

(265.87) 
－ 612,218 

(－) 

－ 

その他 － その他の設備 9,704 － 
39,871 

(157.68) 
－ 49,575 

(－) 

－ 

合計     1,276,407 20,931 
1,553,133 

(4,589.97) 
24,067 2,874,540 

(1,981) 

932 



２．リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 該当事項はありません。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

名称 台数 リース期間 年間リース料（千円） リース契約残高（千円） 

事務用コンピュータシステム 

（所有権移転外ファイナンス・

リース） 

一式 主として５年 12,732 117,064 



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）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 16,000,000 

計 16,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成19年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年６月29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 5,191,040 5,191,040 ジャスダック証券取引所 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 5,191,040 5,191,040 － － 



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） 有償一般募集 

入札による募集 

発行数        425,000株 

発行価格        1,430円 

資本組入額        715円 

払込金額総額    660,990千円 

(5）【所有者別状況】 

 （注）「単元未満株式の状況」欄の所有株式数には、当社所有の自己株式480株が含まれております。 

(6）【大株主の状況】 

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９年７月10日 425,000 5,191,040 303,875 909,677 357,115 897,415 

  平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000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） － 10 5 47 8 － 241 312 － 

所有株式数

（単元） 
－ 394 75 483 366 － 3,867 5,185 6,040 

所有株式数の

割合（％） 
－ 7.60 1.45 9.31 7.06 － 74.58 100.0 － 

  平成19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（％） 

梶野 和子 札幌市中央区 1,704 32.83 

都築 一意 札幌市豊平区 509 9.82 

梶野 治美 札幌市中央区 375 7.24 

左海 里美 札幌市中央区 374 7.22 

株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西３丁目11 259 4.99 

ロンバード オーデイエ ダ

リエ ヘンチ アンド シー 

（常任代理人株式会社三菱東

京UFJ銀行） 

11,RUE DE LA CORRATERIE-CH-1211 GENEV

A SWITZERLAND 

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１） 

258 4.97 

株式会社かじのビル 札幌市中央区南５条西７丁目５ 228 4.39 

池田 正夫 札幌市南区 104 2.01 

太平ビルサービス株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目22-1 103 1.98 

左海富美雄 札幌市中央区 67 1.29 

計 ― 3,984 1.29 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。 

(8）【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19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） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,185,000 5,185 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

単元未満株式 普通株式   6,040 － 同上 

発行済株式総数 5,191,040 － － 

総株主の議決権 － 5,185 － 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額 
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 

（－） 
－ － － － 

保有自己株式数 480 － 480 － 



３【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置づけしております。 

配当政策につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本としつつ配当性向20％以上を目標として業績の

維持、将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを総合的に勘案して決定しております。 

 当社は、年１回の剰余金の配当（期末配当）を行うことを基本方針としております。なお、剰余金の配当の決

定機関は、株主総会であります。 

 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は、１株当たり25円（総額129,764千円）の配当を

実施することを決定しました。 

内部留保資金につきましては、今後の事業展開に伴う資金需要に備えるとともに経営基盤の強化を図り、将来

の成長と収益向上のため活用する予定であります。 

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） 最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券

業協会におけるものであります。なお、第44期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会にお

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、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 800 958 1,740 1,650 1,435 

最低（円） 580 870  ※ 861 960 829 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 1,000 999 920 900 856 887 

最低（円） 960 913 845 848 829 840 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株） 

取締役会長   梶野 和子 昭和３年11月９日生

昭和36年２月 弘栄産業株式会社入社 

昭和37年５月 同社 専務取締役 

平成５年５月 同社 取締役副社長 

平成６年10月 当社 取締役副社長 

平成11年４月 当社 取締役相談役 

平成19年４月 当社 取締役会長（現任） 

(注)３ 1,704 

取締役副会長   左海 富美雄 昭和26年６月３日生

昭和49年７月 当社入社 

昭和50年８月 当社 企画室長 

昭和53年２月 当社 取締役企画室長 

昭和57年１月 当社 取締役総務部長 

平成元年４月 当社 常務取締役 

平成４年９月 当社 専務取締役 

平成６年10月 当社 専務取締役経営管理本部長 

平成11年４月 当社 取締役副社長兼営業開発本

部長 

平成13年６月 当社 取締役副社長 

平成13年７月 株式会社ビルサポート設立 代表

取締役社長 

平成16年３月 当社 取締役副社長兼東京事業本

部長兼東京支社長 

平成16年12月 当社 取締役副社長兼経営管理本

部長 

平成17年６月 当社 代表取締役社長 

平成18年５月 株式会社ビルサポート 取締役

（現任） 

平成19年４月 当社 取締役副会長（現任） 

(注)３ 67 

代表取締役社

長 
  菅井 功 昭和10年11月16日生

平成６年５月 北海道労働金庫専務理事 

平成10年６月 北海道勤労者信用基金協会専務理

事 

平成12年７月 当社 相談役 

平成13年６月 当社 不動産管理部長 

平成17年４月 当社 企画部長 

平成17年６月 当社 取締役企画部長 

平成17年９月 当社 取締役企画部長兼社長室長 

平成19年４月 当社 代表取締役社長（現任） 

(注)３ － 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株） 

取締役副社長   佐々木 昭一 昭和19年２月19日生

昭和40年８月 すみれホテル株式会社入社 

昭和41年10月 当社入社 

昭和52年４月 当社 管理部長 

昭和57年１月 当社 取締役業務部長兼札幌営業

所長 

昭和58年６月 当社 取締役業務部長 

昭和63年５月 当社 取締役札幌営業所長 

平成４年９月 当社 常務取締役札幌営業所長 

平成６年10月 当社 常務取締役業務部長兼医療

施設事業部長 

平成11年４月 当社 専務取締役業務管理本部長

兼業務部長 

平成12年８月 当社 専務取締役業務管理本部長 

平成15年６月 当社 専務取締役業務管理本部長

兼東京事業本部長兼東京支社長 

平成16年３月 当社 専務取締役業務管理本部長 

平成16年５月 株式会社ビルサポート 取締役 

  （現任） 

平成16年６月 当社 取締役副社長兼業務管理本

部長 

平成16年10月 当社 取締役副社長兼東京事業本

部長兼東京支社長 

平成17年４月 当社 取締役副社長兼東京支社長 

平成17年９月 当社 取締役副社長（現任） 

(注)３ 28 

取締役副社長   北口 幸弘 昭和32年４月27日生

昭和54年11月 渡辺電気入社 

昭和56年１月 当社入社 

昭和63年５月 北見営業所長 

平成２年７月 旭川営業所長 

平成11年４月 営業部長 

平成11年６月 当社 取締役営業部長 

平成11年９月 当社 取締役営業部長兼ホテル事

業部長 

平成13年６月 当社 取締役営業開発本部長兼営

業部長 

平成13年７月 株式会社ビルサポート 取締役

（現任） 

平成14年６月 当社 常務取締役営業開発本部長

兼営業部長 

平成14年７月 当社 常務取締役営業開発本部長 

平成16年３月 当社 専務取締役営業開発本部長 

平成16年６月 当社 取締役副社長兼営業開発本

部長 

平成17年９月 当社 取締役副社長（現任） 

(注)３ 4 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株） 

常務取締役 
警備事業本部

長 
銭谷 泰之 昭和31年３月30日生

昭和54年５月 当社入社 

平成８年11月 当社 機械警備部長 

平成15年６月 当社 取締役機械警備部長 

平成17年６月 当社 取締役警備事業本部長兼機

械警備部長 

平成17年８月 当社 常務取締役警備事業本部長

（現任） 

(注)３ 4 

取締役 経理部長 佐藤 孝幸 昭和24年10月10日生

昭和49年12月 弘栄産業株式会社入社 

平成６年２月 弘栄観光株式会社 監査役 

平成６年８月 株式会社かじのビル 監査役 

平成11年４月 当社 経理部長 

平成13年７月 株式会社ビルサポート 監査役

（現任） 

平成15年６月 当社 取締役経理部長（現任） 

(注)３ 4 

取締役 設備保全部長 森田 修次 昭和30年６月17日生

平成元年５月 東日本設備管理株式会社入社 

平成12年８月 当社 設備工事部長 

平成14年２月 株式会社ビルサポート 常務取締

役 

平成15年４月 当社 設備保全部長 

平成15年６月 当社 取締役設備保全部長（現

任） 

平成18年５月 株式会社ビルサポート 代表取締

役社長（現任） 

(注)３ － 

取締役 財務部長 加藤 道吉 昭和11年１月５日生

平成５年７月 当社 常務取締役経営改善室長 

平成６年10月 当社 常務取締役経営企画部長 

平成13年６月 当社 相談役 

平成17年４月 当社 財務部長 

平成17年６月 当社 取締役財務部長（現任） 

(注)３ 5 

常勤監査役   井上 一彦 昭和15年10月２日生

昭和34年５月 北海道労働金庫入庫 

平成５年５月 同金庫常勤理事融資部長 

平成６年５月 同金庫常務理事 

平成10年６月 同金庫専務理事 

平成15年６月 同金庫退任 

平成19年６月 当社 常勤監査役（現任) 

(注)５ － 

 



（注）１．取締役副会長左海富美雄は取締役会長梶野和子の長女の夫であります。 

２．監査役井上一彦及び小林征一は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．平成19年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

４．平成17年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

５．平成19年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株） 

監査役   小林 征一 昭和13年８月30日生

昭和32年４月 北洋相互銀行（現北洋銀行）本店

入行 

平成６年６月 北洋銀行小樽支店長 

平成８年４月 北洋ミリオンカード（現札幌北洋

カード）株式会社 常務理事 

平成８年６月 同社 常務取締役 

平成13年６月 同社退任 

平成13年７月 特定医療法人網走脳神経外科病院

監事 

平成17年６月 当社 監査役（現任） 

(注)４ 5 

監査役   池田 正夫 昭和10年４月５日生

昭和49年５月 弘栄産業株式会社取締役 

昭和58年６月 当社監査役 

平成５年６月 弘栄産業株式会社専務取締役 

平成６年10月 当社常務取締役 

平成11年10月 当社専務取締役 

平成17年１月 当社相談役 

平成19年６月 当社 監査役（現任） 

(注)５ 104 

        計   1,926 



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、企業を取り巻く関係者の利害関係を調整しつつ

株主の利益を最大限尊重し、企業価値を高めることが経営者の責務でありますが、経営執行の過程において、取

締役会の合議機能、監査役の監視機能あるいは社内の組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させる

ことによって、経営の健全性・公平性・透明性を担保することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考え

ております。 

コーポレート・ガバナンスに関する施策実施状況 

（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 

当社は、監査役制度を採用し、監査役３名（うち２名は社外監査役）を任用しております。尚、当該社外監査

役２名につきましては、当社株式を保有しておりますが、その他の利害関係はありません。また、取締役は９名

で社外取締役は任用しておりません。 

会社の業務執行等については、毎月１回開催される取締役会にて監査役出席の下、経営の妥当性・効率性・公

正性等について適宜検討されております。更に、経営の監視機能を高める為、内部監査室による業務・会計監査

等も実施しております。 

（2）リスク管理体制の整備の状況 

当社の会計監査人であるあずさ監査法人に対しては、第三者としての公正な立場での財務諸表の内容および会

計処理の適正性についての監査の実施を求めて、併せて、会計監査人からの監査役会、取締役会に対する会計監

査報告も受け、適正な会計処理の確保に努めております。 

また顧問弁護士、顧問税理士等の外部の専門家からも、適宜、関連事項に関する指導、アドバイスを受け適正

な業務処理を行うよう努めております。 

情報開示につきましては、株主、投資家をはじめとするステーク・ホールダーに対するタイムリー・ディスク

ロージャーの徹底に向けて、開示時期の早期化、四半期ごとに実施する開示内容の一層の充実に努めておりま

す。 

（3）内部監査および監査役監査、会計監査の状況 

    内部監査は、内部監査室２名が担当しております。社長承認を得た年度監査計画に基づき、各部に対し監査を

実施します。監査結果は被監査部門長に講評した後に社長へ報告を行います。改善命令事項がある場合には、被

監査部門に業務改善回答書を提出させ、内部監査室は部門の業務改善計画と実行状況をフォローアップしており

ます。 

    監査役は３名で、うち２名は社外監査役であります。監査役は月次の取締役会等に出席し、取締役による経営

状況ならびに組織各部門の執行状況、取締役会の意思決定およびその運営手続などについて監査しております。

    会計監査は、あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、期中および期末に監査の実施と業務上の改善につな

がる提案を受けております。なお、業務を執行した公認会計士は山田高規氏、北澤元宏氏であり、会計監査業務

に係る補助者は、公認会計士５名、その他４名で構成されております。 

    また、内部監査室、監査役会、監査法人それぞれが相互に報告や意見交換を行うなどの連携を図っておりま

す。 

（4）当社の内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近1年間の状況 

     当事業年度において、取締役会・経営委員会を定期的に開催し、重要な業務執行決定や経営の重要事項につい

ての審議を行いました。監査役会は、監査の方針、業務分担などに従い、取締役会等への出席のほか、取締役な

どからの聴取や報告、重要事項の決議書類の閲覧などを通して、厳正な監査を実施致しました。また、内部監査

室により、社内各部門の管理体制を含めた業務執行状況について内部監査を実施致しました。 



（5）役員報酬の内容は次のとおりであります。 

(注)１．平成６年10月28日開催臨時株主総会決議により、取締役報酬限度額は200百万円以内、また監査役報酬限度

額は年額15百万円以内となっております。 

２．支給額には、以下のものが含まれております。 

  平成19年６月28日開催の第46回定時株主総会において決議いたしました退任役員に対する役員退職慰労金 

   監査役 ２名 8,599千円（うち社外監査役１名 1,606千円） 

３．上記のほか、平成18年６月29日開催の定時株主総会決議に基づき役員退職慰労金を下記のとおり支給して

おります。 

     退任取締役 ２名  248,055千円 

（6）監査報酬の内容 

当社のあずさ監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に規定する報酬額は12,000千

円であります。 

  （7）親会社等に関する事項 

      該当はありません。 

  （8）内部監査体制の整備・運用状況 

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

備の状況 

内部管理体制の整備・運用状況につきましては、６コーポレート・ガバナンスに関する施策実施状況に記

載のとおりであります。 

当社の内部管理体制に関する社内規程については、内部監査規程のほか、すでに必要規程を整備しており

ます。関係法令の改正などにより社内規程の変更が必要となった場合は、社内規程管理部署である総務部が

原案を作成、取締役会での承認により、随時規程の整備を実施しております。また、社内規程が適正に運用

されているかは、内部監査室が監視しております。また、内部管理組織等体制の概要(平成19年3月31日現

在)は以下のとおりであります。 

② 内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況 

当事業年度におきまして、内部監査室は、社内各部門を対象に内部監査を実施致しました。また、社内

規程につきましては、「職務分掌規程」「定款」「株式取扱規則」等の改定を行いました。 

区 分 支給人員 支給額（千円） 

取締役 ９名 100,650 

監査役 

（う ち 社 外 監 査 役） 

３名 

（２名)

21,799 

(7,206)

合計  １２名 122,449 



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。）に基づいて作成しております。 

 なお、第45期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

46期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後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、第45期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）及び第46期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人によ

り監査を受けております。 

３．連結財務諸表について 

 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10月大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、当連結会計年度より連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準      0.4％ 

売上高基準     1.9％ 

利益基準      0.8％ 

利益剰余金基準 △0.8％ 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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 4,248,591 3,801,374 

２．受取手形 11,541 17,343 

３．売掛金 741,681 724,687 

４．貯蔵品 26,051 22,963 

５．前払費用 24,469 25,606 

６．未収還付法人税等 － 49,015 

７．繰延税金資産 118,183 22,717 

８．その他 14,442 6,558 

９．貸倒引当金 △9,566 △5,565 

流動資産合計 5,175,394 46.7 4,664,700 44.1

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(１）建物 1,939,724 1,954,972   

減価償却累計額 617,158 1,322,565 678,784 1,276,187 

(２）構築物 1,482 1,482   

減価償却累計額 1,221 260 1,262 220 

(３）車輌運搬具 69,859 65,252   

減価償却累計額 49,054 20,805 44,321 20,931 

(４）工具器具及び備品 77,279 83,908   

減価償却累計額 55,883 21,396 59,840 24,067 

(５）土地 1,553,133 1,553,133 

有形固定資産合計 2,918,162 26.3 2,874,540 27.2

２．無形固定資産   

(１）ソフトウェア 2,626 1,872 

(２) 営業権 86,472 － 

(３）のれん － 57,648 

(４) 電話加入権 7,188 7,188 

(５）施設利用権 1,564 1,341 

無形固定資産合計 97,851 0.9 68,049 0.7

 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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 
（％） 

３．投資その他の資産    

(１）投資有価証券  2,341,237 2,502,960 

(２）関係会社株式  80,000 25,723 

(３）破産債権、再生債
権、更生債権その他
これらに準ずる債権 

 8,918 15,670 

(４）長期前払費用  4,609 5,628 

(５）保険積立金  443,063 394,615 

(６）会員権  28,269 28,269 

(７）敷金・保証金  15,006 14,995 

(８）出資金  210 210 

(９）その他  － 11,335 

(10）貸倒引当金  △31,687 △36,389 

投資その他の資産合計  2,889,627 26.1 2,963,020 28.0

固定資産合計  5,905,640 53.3 5,905,610 55.9

資産合計  11,081,035 100.0 10,570,311 100.0 

     

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  133,917 107,614 

２．未払金  27,943 39,943 

３．未払費用  407,050 405,688 

４．未払法人税等  140,326 13,678 

５．未払消費税等  41,096 32,825 

６．前受金  28,115 25,976 

７．預り金  9,827 32,015 

８．賞与引当金  50,000 50,000 

流動負債合計  838,276 7.6 707,743 6.7

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  228,645 244,129 

２．役員退職慰労引当金  325,283 83,748 

３．預り敷金  65,320 67,181 

４．繰延税金負債  233,178 205,272 

固定負債合計  852,427 7.7 600,330 5.7

負債合計  1,690,703 15.3 1,308,074 12.4

 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※１ 909,677 8.2 － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  897,415 －   

資本剰余金合計  897,415 8.1 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  125,820 －   

２．任意積立金    

別途積立金  6,305,000 －   

３．当期未処分利益  575,550 －   

利益剰余金合計  7,006,370 63.2 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※３ 577,697 5.2 － －

Ⅴ 自己株式 ※２ △827 △0.0 － －

資本合計  9,390,331 84.7 － －

負債及び資本合計  11,081,035 100.0 － － 

     
 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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 
（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     － －   909,677 8.6 

２．資本剰余金               

  資本準備金   －     897,415     

資本剰余金合計     － －   897,415 8.5 

３．利益剰余金               

(1）利益準備金   －     125,820     

(2）その他利益剰余金               

別途積立金   －     6,305,000     

繰越利益剰余金   －     529,415     

利益剰余金合計     － －   6,960,235 65.8 

４．自己株式     － －   △827 △0.0 

株主資本合計     － －   8,766,499 82.9 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．その他有価証券評価差
額金 

    － －   495,737   

評価・換算差額等合計     － －   495,737 4.7 

純資産合計     － －   9,262,237 87.6 

負債純資産合計     － －   10,570,311 100.0 

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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  7,232,757 100.0 7,035,189 100.0 

Ⅱ 売上原価  6,149,120 85.0 6,104,505 86.8

売上総利益  1,083,637 15.0 930,683 13.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．広告宣伝費  10,186 11,582   

２．貸倒引当金繰入額  2,384 848   

３．役員報酬  104,663 113,850   

４．給与手当  261,617 275,803   

５．役員退職金  248 －   

６．退職給付費用  2,126 3,791   

７．役員退職慰労引当金繰
入額 

 8,088 6,520   

８．法定福利費  27,013 31,521   

９．旅費交通費  4,200 5,269   

10．交際費  4,084 4,373   

11．賃借料  11,697 9,744   

12．消耗品費  7,055 6,693   

13．事業税  21,279 18,629   

14．租税公課  14,660 16,390   

15．減価償却費  9,792 11,280   

16．営業権償却  28,824 －   

17．のれん償却額  － 28,824   

18．支払報酬  － 47,191   

19．その他  120,284 638,207 8.8 82,741 675,057 9.6

営業利益  445,430 6.2 255,626 3.6

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  2,739 4,399   

２．受取配当金  46,060 80,427   

３．高齢者等雇用助成金 ※１ 4,298 4,993   

４．有価証券売却益   4,423 －   

５．保険返戻金   32,103 －   

６．雑収入  10,557 100,183 1.4 23,649 113,470 1.6

Ⅴ 営業外費用    

１．有価証券売却損  3,784 3,784 0.1 － － －

経常利益  541,829 7.5 369,096 5.2

 



売上原価明細書 

   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

 １．固定資産売却益 ※2 ― ― ― 900 900 0.0

Ⅶ 特別損失    

 １．役員退職慰労引当金繰  
入額 

 110,550 －   

 ２．社葬費用  20,988 －   

 ３．関係会社株式評価損  － 54,276   

 ４．投資有価証券評価損  － 10,000   

５．固定資産除売却損 ※3 5,768 1,175   

  ６．貸倒引当金繰入額  7,296 144,603 2.0 － 65,451 0.9

税引前当期純利益  397,226 5.5 304,545 4.3

法人税、住民税及び事
業税 

 260,384 84,090   

法人税等還付税額  － △3,908   

法人税等調整額  △55,402 204,982 2.8 123,209 203,391 2.9

当期純利益  192,243 2.7 101,153 1.4

前期繰越利益  383,306 － 

当期未処分利益  575,550 － 

     

   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 
（％） 

Ⅰ 労務費    

１．給与手当  4,222,612 4,016,791   

２．退職給付費用  40,400 34,123   

３．法定福利費  375,898 4,638,911 75.4 378,471 4,429,387 72.6

Ⅱ 外注費  897,571 14.6 1,064,646 17.4

Ⅲ 経費    

１．材料消耗品費  167,309 153,608   

２．車輌費  29,315 35,916   

３．減価償却費  73,209 77,553   

４．その他  342,802 612,637 10.0 343,394 610,472 10.0

売上原価  6,149,120 100.0 6,104,505 100.0 



③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本合
計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

909,677 897,415 897,415 125,820 6,305,000 575,550 7,006,370 △827 8,812,634 

事業年度中の変動額                  

剰余金の配当（注）           △129,764 △129,764   △129,764 

役員賞与(注）           △17,525 △17,525   △17,525 

当期純利益           101,153 101,153   101,153 

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 

                  

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － － △46,135 △46,135 － △46,135 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

909,677 897,415 897,415 125,820 6,305,000 529,415 6,960,235 △827 8,766,499 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

577,697 577,697 9,390,331 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △129,764 

役員賞与（注）     △17,525 

当期純利益     101,153 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△81,959 △81,959 △81,959 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△81,959 △81,959 △128,094 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

495,737 495,737 9,262,237 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

  

税引前当期純利益  397,226 304,545

減価償却費  83,001 88,834

貸倒引当金の増加額  3,384 531

関係会社株式評価損  － 54,276

賞与引当金の増加額  1,000 －

退職給付引当金の増加
額 

 18,181 15,483

役員退職慰労引当金の
増加額（△減少額） 

 93,479 △241,535

受取利息及び受取配当
金 

 △48,800 △84,827

投資有価証券評価損  － 10,000

投資有価証券売却損益  △639 －

営業権償却  28,824 －

のれん償却額  － 28,824

有形固定資産売却益  － △900

有形固定資産除売却損  5,768 1,175

売上債権の減少額  2,142 13,317

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

 △1,483 3,088

破産更生債権等の増加
額 

 △999 △8,878

その他資産の増加額  △49,322 △4,529

仕入債務の増加額（△
減少額） 

 25,565 △26,302

    未払消費税等の増加額
（△減少額） 

 12,218 △8,270

その他負債の増加額  39 17,025

役員賞与の支払額  △19,700 △17,525

小  計  549,886 144,332

利息及び配当金の受取
額 

 48,789 84,610

法人税等の支払額  △200,199 △252,855

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 398,476 △23,911

 



   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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 

 △2,630,000 △2,030,000

定期預金の払戻しによ
る収入 

 3,030,000 2,530,000

有形固定資産の売却に
よる収入 

 － 1,771

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △180,946 △33,591

投資有価証券の売却に
よる収入 

 25,928 －

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △750,362 △309,375

保険積立金の積立によ
る支出 

 △161,740 △75,592

保険積立金の解約によ
る収入 

 135,942 123,348

その他  1,722 55

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △529,455 206,615

 



   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

配当金の支払額  △129,764 △129,920

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △129,764 △129,920

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額（△減少額） 

 △260,743 52,782

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 3,179,335 2,918,591

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 2,918,591 2,971,374



⑤【利益処分計算書】 

 （注）１．日付は株主総会承認日であります。 

２．前事業年度の配当金は、自己株式を除いて計算してあります。 

   
前事業年度 

（平成18年６月29日）  

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  575,550

Ⅱ 利益処分額  

１．配当金  129,764

２．役員賞与金  17,525

（うち監査役賞与金）  (1,600) 147,289

Ⅲ 次期繰越利益  428,261

   



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）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、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） 

(2）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、全部純資産直

入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定） 

  時価のないもの 

総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 

(1）貯蔵品 

最終仕入原価法 

(1）貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（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、取得価額10万円以上20万円未

満のものについては、３年間で均等償

却する方法によっております。 

(1）有形固定資産 

同左  

  (2)無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており、

営業権については、５年間での均等償却

を行っております。 

(2)無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており、

のれんについては、５年間での均等償却

を行っております。 

  (3）長期前払費用 

 均等償却をしております。 

 なお、償却期間については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

(3)長期前払費用 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、回収不能見積額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  ａ 一般債権 

 貸倒実績率法によっております。 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産再生更生債

権 

 財務内容評価法によっておりま

す。 

  

  

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 社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、当期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、各事業

年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数（３年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から損益処理する

こととしております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えて、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価

格の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。 

 同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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。これによる損益に与える影響はありません。 

  

────── 

  

────── 

  

  

  

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は9,262,237千円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、15,400千円減少しておりま

す。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（損益計算書） 

 保険返戻金は営業外収益の総額の１/10を超えたため、

区分掲記することとしました。なお、前期は雑収入に

1,824千円含まれております。 

（貸借対照表） 

  「営業権」は、当期から「のれん」として表示して

おります。 

  （損益計算書） 

  「営業権償却」は、当期から「のれん償却額」とし

て表示しております。 

  「保険返戻金」（当期8,274千円）は、営業外収益の

総額の１/10以下となったため、営業外収益の「雑収

入」に含めて表示することとしました。 

 「支払報酬」は販売費及び一般管理費の総額の5/100

を超えたため、区分掲記することとしました。なお、

前期は「その他」に38,887千円含まれております。 

   (キャッシュ・フロー計算書） 

 「営業権償却」は、当期から「のれん償却額」として

表示しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※１        ────── 

授権株式総数 普通株式 16,000,000株

発行済株式総数 普通株式 5,191,040株

 

※２ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式480株で

あります。 

※２        ────── 

  

 ※３ 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り増加した純資産額は577,697

千円であります。 

※３        ────── 

  

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 高齢者等雇用助成金は、特定求職者雇用開発助成

金、身体障害者雇用調整金等の合計であります。 

※１ 高齢者等雇用助成金は、特定求職者雇用開発助成

金、身体障害者雇用調整金等の合計であります。 

※２       ────── ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

車輌運搬具 900千円

   

 ※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

 建物 88千円 

車輌運搬具 5,680千円 

計 5,768千円 

 ※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 348千円

車輌運搬具 827千円

計 1,175千円



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

 株式の種類 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式        

普通株式 5,191,040 － － 5,191,040 

合計 5,191,040 － － 5,191,040 

自己株式        

普通株式 480 － － 480 

合計 480 － － 480 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 129,764 25 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 129,764 利益剰余金 25 平成19年３月31日 平成19年６月29日



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日）

  （千円）

現金及び預金勘定 4,248,591

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,330,000

現金及び現金同等物 2,918,591

  （千円）

現金及び預金勘定 3,801,374

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △830,000

現金及び現金同等物 2,971,374

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 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 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具及び
備品 

95,836 60,587 35,249

ソフトウェア 4,986 3,988 997

合計 100,822 64,575 36,246

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具及び
備品 

141,436 41,471 99,965

ソフトウェア 22,085 4,986 17,099

合計 163,521 46,457 117,064

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み法」により算定し

ております。 

 （注） 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。 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 12,681千円

１年超 23,565千円

合計 36,246千円

１年内 27,857千円

１年超 89,207千円

合計 117,064千円

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。 

 （注） 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。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 13,406千円

減価償却費相当額 13,406千円

支払リース料 12,732千円

減価償却費相当額 12,732千円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 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。 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

３．時価評価されていない有価証券 

区分 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式 500,202 1,479,625 979,422 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

小計 500,202 1,479,625 979,422 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式 22,856 19,186 △3,670 

(2)債券 732,485 726,674 △5,811 

(3)その他 － － － 

小計 755,341 745,860 △9,481 

合計 1,255,543 2,225,485 969,941 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

25,928 4,423 3,784 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

(1)非上場株式 115,752 

(2)債券 － 

(3)その他 － 

合計 115,752 



当事業年度（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券 

（注） 当事業年度において、その他有価証券で時価のない株式10,000千円減損処理を行っております。 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（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全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

区分 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式 500,202 1,312,750 812,547 

(2)債券 1,023,903 1,054,006 30,102 

(3)その他 － － － 

小計 1,524,106 2,366,756 842,650 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式 30,793 20,476 △10,317 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

小計 30,793 20,476 △10,317 

合計 1,554,899 2,387,232 832,332 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

(1)非上場株式 115,728 

(2)債券 － 

(3)その他 － 

合計 115,728 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）  

未払事業税否認額 12,043千円

賞与引当金否認額 20,220 

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 131,544 

退職給付引当金繰入限度超過額 92,464 

貸倒引当金繰入限度超過額 16,628 

その他 4,349 

繰延税金資産合計 277,249 

（繰延税金資産）  

賞与引当金 20,220千円

貸倒引当金 12,869 

退職給付引当金 98,725 

役員退職慰労引当金 33,867 

関係会社株式評価損 21,949 

その他 2,026 

繰延税金資産小計 189,658 

評価性引当金 △35,617 

繰延税金資産合計 154,040 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △392,244千円

繰延税金負債合計 △392,244 

繰延税金負債の純額 △114,995 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △336,595千円

繰延税金負債合計 △336,595 

繰延税金負債の純額 △182,555 

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 

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 40.44％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.64 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.45 

住民税均等割等 7.06 

営業権償却否認 2.93 

その他 △0.02 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
51.60 

法定実効税率  40.44％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
2.15 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.90 

住民税均等割等 9.05 

営業権償却否認 3.83 

評価性引当金の増減 11.48 

その他 0.74 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
66.79 

   



（退職給付関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 社員就業規則に基づく職員退職金支給規程及び従業

員退職金支給規程による退職一時金制度を採用してお

ります。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 社員就業規則に基づく職員退職金支給規程及び従業

員退職金支給規程による退職一時金制度を採用してお

ります。 

２．退職給付債務の額  233,329千円

退職給付引当金の額 228,645千円

未認識数理計算上の差異 4,684千円

２．退職給付債務の額 251,684千円

退職給付引当金の額 244,129千円

未認識数理計算上の差異 7,555千円

３．退職給付費用の額 42,526千円

勤務費用の額 26,327千円

利息費用の額 4,524千円

数理計算上の差異処理額 11,674千円

３．退職給付費用の額 37,915千円

勤務費用の額 25,569千円

利息費用の額 4,666千円

数理計算上の差異処理額 7,678千円

４．退職給付債務等の計算基礎  

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

数理計算上の差異の処理年数 3年

４．退職給付債務等の計算基礎  

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

数理計算上の差異の処理年数 3年



（ストック・オプション等関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前事業年度（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。 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（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。 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） 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。 

 当事業年度（自 平成１８年４月１日 至 平成１９年３月３１日） 

１．公開買付けに関する意見の内容及び理由 

 平成19年５月21日開催の取締役会において、KYプランニング株式会社による当社株式の公開買付けについて賛同

の意を表明することを決議いたしました。 

 当社は、本公開買付けが成立した場合には、一連の手続を経て公開買付者が当社を完全子会社化する予定である

こと、及びその後当社株式が上場廃止になる予定であることを前提としています。 

２．公開買付者の概要 

 (1) 商号         KYプランニング株式会社 

 (2) 代表者        取締役  梶野 弘毅 

 (3) 本店所在地      札幌市中央区南５条西７丁目５第二かじのビル 

 (4) 主な事業内容    株式の取得及び保有 

 (5) 資本金の額      1,000千円 

３．公開買付後の親会社及び主要株主の異動（異動日 平成１９年７月３日予定） 

（1）新たに親会社となるもの 

 名称       KYプランニング株式会社 

 所有議決権数    5,100個  議決権総数に対する割合   98.36％ 

 所有株式数    5,100,000株  発行済株式総数に対する割合 98.25％ 

（2）主要株主ではなくなるもの 

 氏名       梶野 和子 

 所有議決権数     1,704個   議決権総数に対する割合   32.86％ 

 所有株式数   1,704,400株   発行済株式総数に対する割合 32.83％ 

 ※ 議決権総数及び発行済株式総数に対する割合は、平成19年3月31日現在における総株主の議決権（5,185個）及

び発行済株式総数（5,191,040株）に基づき計算しております。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,805円74銭 

１株当たり当期純利益 33円66銭 

１株当たり純資産額 1,784円44銭 

１株当たり当期純利益 19円49銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

  

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

  

  

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（千円） 192,243 101,153 

普通株主に帰属しない金額（千円） 17,525 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (17,525) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 174,718 101,153 

期中平均株式数（千株） 5,190 5,190 



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

銘 柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

            

投資有価証

券 

その他有 

価証券 

  （株）札幌北洋ホールディングス 1,112 1,312,750 

  （株）ポスフール 47,729 20,476 

  （株）北海道フットボールクラブ 200 0 

  （株）苫 東 60 2,778 

   セントラルリーシングシステム（株） 400 60,000 

  （株）アオイ・インベストメント札幌 600 30,000 

    (株）ＨＫＩアクシス 50 12,950 

      （株）ＳＰＣみらい 200 10,000 

  小計 50,531 1,448,954 

   計 50,531 1,448,954 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

種類及び銘柄 
投資口数等 
（千口） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

（投資信託受益証券）    

ダイワ・グローバル債券 500,000 538,350 

（投資信託受益証券）    

明治ドレスナー外国債券 182,770 205,525 

（投資信託受益証券）     

 ハッピークローバー債券 200,000 197,740 

（投資信託受益証券）     

 財産３分法ファンド債券 83,030 112,390 

計 965,800 1,054,006 



【有形固定資産等明細表】 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額のうち「その他」の金額は洗替によるものであります。 

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 1,939,724 23,728 8,480 1,954,972 678,784 69,758 1,276,187 

構築物 1,482 － － 1,482 1,262 40 220 

車輌運搬具 69,859 11,097 15,704 65,252 44,321 9,272 20,931 

工具器具及び備品 77,279 11,455 4,827 83,908 59,840 8,784 24,067 

土地 1,553,133 － － 1,553,133 － － 1,553,133 

有形固定資産計 3,641,479 46,281 29,012 3,658,749 784,208 87,856 2,874,540 

無形固定資産               

ソフトウェア 3,771 － － 3,771 1,898 754 1,872 

のれん 144,120 － － 144,120 86,472 28,824 57,648 

電話加入権 7,188 － － 7,188 － － 7,188 

施設利用権 4,543 － － 4,543 3,201 223 1,341 

無形固定資産計 159,622 － － 159,622 91,573 29,801 68,049 

長期前払費用 6,330 2,500 － 8,830 3,202 1,480 5,628 

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 41,253 41,955 441 40,811 41,955 

賞与引当金 50,000 50,000 50,000 － 50,000 

役員退職慰労引当金 325,283 6,520 248,055 － 83,748 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

(a）資産の部 

イ．現金及び預金 

ロ．受取手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 2,080 

預金の種類   

当座預金 554 

普通預金 518,739 

通知預金 200,000 

定期預金 3,080,000 

計 3,799,294 

合計 3,801,374 

相手先 金額（千円） 

(株)ポスフール 13,421 

北海道キャタピラー三菱建機販売(株) 2,089 

りんかい日産建設(株) 962 

鉱研工業(株) 403 

トキコテクノ(株) 362 

中山機械(株) 105 

合計 17,343 

期日別 金額（千円） 

平成19年４月満期 14,048 

〃  ５月 〃 1,765 

〃  ６月 〃 1,353 

〃  ７月 〃 176 

合計 17,343 



ハ．売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

ニ．貯蔵品 

(b)負債の部 

イ．買掛金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

北海道 123,124 

札幌市 34,798 

さっぽろまつり実行委員会 23,393 

江別市 20,392 

㈱イオンディライト 17,599 

その他 505,379 

合計 724,687 

期首残高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｃ 

───── 
Ａ ＋ Ｂ 

× 100 
Ａ ＋ Ｄ 
───── 

２ 
÷ 

Ｂ 
─── 
365 

741,681 7,093,959 7,110,953 724,687 90.8 37.7 

区分 金額（千円） 

資材等 13,098 

被服等 7,800 

その他 2,065 

合計 22,963 

相手先 金額（千円） 

(株)スリーエスメンテナンス 3,688 

(株)東武 3,465 

(株)ビジネスセンター千葉 3,195 

(株)北海道防災技術センター 3,000 

東石ビル管理(株) 2,981 

その他 91,283 

合計 107,614 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 (注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて

募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 決算期末（３月31日） 

株券の種類 1,000株券 10,000株券 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 

３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

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 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

買取手数料 

単元未満株式買取請求に伴う手数料は、以下の算式により１単元当たり

の金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とす

る。 

（算定） 

１株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計金額のうち 

100万円以下の金額につき           1.150％ 

100万円を超え500万円以下の金額につき     0.900％ 

500万円を超え1,000万円以下の金額につき    0.700％ 

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき   0.575％ 

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき   0.375％ 

（円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。） 

ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、

2,500円とする。 

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】 

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45期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月30日北海道財務局長に提出。 

(2）半期報告書 

 （第46期中）（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）平成18年12月20日北海道財務局長に提出。 

(3）臨時報告書 

  平成19年３月６日北海道財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であります。 

(4）意見表明報告書 

  平成19年５月22日関東財務局長に提出 



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 

    平成１８年６月３０日

株式会社ベルックス    

  取締役会 御中  

  あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 山田 高規  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 北澤 元宏  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」に掲げられている株式会

社ベルックスの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第４５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

社ベルックスの平成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

 （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１９年６月29日

株式会社ベルックス    

  取締役会 御中  

  あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 山田 高規  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 北澤 元宏  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」に掲げられている株式会

社ベルックスの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第４６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー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

社ベルックスの平成１９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

 （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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