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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
 

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 

決算年月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月 平成31年3月 

売上高 (千円) 2,116,140 1,573,868 1,571,045 1,405,487 1,432,638 

経常利益 (千円) △63,804 6,534 △60,123 △95,506 △49,151 

当期純利益 (千円) △132,225 △7,410 4,046 △34,477 △66,536 

資本金 (千円) 214,355 214,355 214,355 214,355 100,000 

発行済株式総数 (株) 
普通株式 

7,142

普通株式 

7,142

普通株式 

7,142

普通株式 

7,142

普通株式 

7,142

純資産額 (千円) 144,835 137,424 141,471 106,993 40,456 

総資産額 (千円) 1,701,259 1,527,265 1,777,993 1,532,095 1,366,519 

１株当たり純資産額 (円) 20,279.34 19,241.81 19,808.35 14,980.86 5,664.62 

１株当たり配当額 
(１株当たり中間配当額) 

(円) 
―

（―） 

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

１株当たり当期純利益 (円) △18,513.82 △1,037.54 566.54 △4,827.49 △9,316.24 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 8.5 9.0 8.0 7.0 3.0 

自己資本利益率 (％) △62.2 △5.3 2.9 △27.8 △90.2 

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ― 

配当性向 (％) ― ― ― ― ― 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △354,994 209,979 87,764 △29,239 28,070 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △23,933 22,099 △361,681 121,148 101,796 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 356,216 △224,670 179,246 △86,923 △130,258 

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(千円) 122,435 129,843 35,173 40,159 39,767 

従業員数 
[ほか、平均臨時雇用者数] 

(名) 
37 

(2) 
38 

(2) 
39 

(2) 
35 

(8) 
33 

(9) 

（注） 

1. 売上高には消費税等は含まれておりません。 

2. 当社は連結計算書類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。 

3. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、当社株式は非上場・非登録であり、期中平均株価を

把握することができず、同数値の記載を省略しております。 

4. 当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておらず期中平均株価の把握が困難なため、株価収益率を算定

しておりません。 

5. 会計数値においては、会社法第436条第2項第1号の規定に準じた監査を受けておりますが、キャッシュ・フ

ローの指標については、監査を受けておりません。 
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２【事業の内容】 
（１）事業の内容 

①ＯＭ会員（ＶＣ）事業 

当事業部門は、会員工務店向けに環境共生建築・技術に関する設計・施工の技術提供、情報提供、講習会・

会議の開催などによる会員工務店間の交流、イベントの支援などによる受注活動のサポート、住宅のＯＭソ

ーラーシステムを構成する部材の開発・製造・販売、その他一般建材等の販売をしております。 

②フロンティア事業 

当事業部門は、会員工務店以外の工務店建設事業社向けに全館空調機「パッシブエアコン」を中心としたＯ

Ｍソーラー事業の知見を活かした温熱環境改善、省エネ、省ＣＯ２に関する機器の販売、シミュレーション

の販売や設計サポート等のコンサル業務及び住宅以外の建築、商業施設、公的施設等へのＯＭソーラーシス

テム導入の企画提案、施工指導をしております。その他シミュレーションを活用した温熱環境のコンサル事

業を行っております。 

③メンテナンス事業 

当事業部門は、アフターサービスに特化し、当社製品のユーザー対応や、施工工務店のサポートをしており

ます。 

④太陽光発電事業 

経営の補完的な資産として、太陽光発電所(0.8Mw)を所有しております。 

⑤その他事業 

その他上記以外の事業として、政府機関などからの研究委託事業、太陽電池モジュールの販売、太陽電池発

電所の企画販売等の事業をしております。 

 

（２）事業系統図（平成31年3月20日現在） 

 
 

 

 

 

 

施主 

ＯＭソーラー部材 

 

 

全国設計事務所 

地方自治体等 

 

OM総合保証 

 

OM会員工務店 

 

 

当社 

 

ＯＥＭメーカー 

長府製作所 

矢崎エナジーシステム 

各種保証 

住宅施工 

 

大学などの研究機関 

研究受託 

共同研究 

 

NEDOなど政府機関 

 

OM会員工務店以外の工務店 

建築事業者 

ＯＭソーラー部材等販売及び

建築コンサルティング 

パッシブエアコン 
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（３）経営組織の概要（平成31年3月20日現在） 

 

 

 
 

 

３ 【関係会社の状況】 
 

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
(千円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の所有 
(被所有)割合 

(％) 
関係内容 

（子会社） 

ＯＭ建築工房㈱ 
静岡県浜松市 9,900 

住宅建設 

住宅設計 
100 会員工務店 

 

 

４ 【従業員の状況】 
（１）会社の状況 

平成31年3月20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) 

33  41.0  9.7  4,308  

 (注)  

1.従業員数にはパートタイマーは含んでおりません。 

2.平均年間給与には、賞与及び基準外賃金を含んでいますが、交通費を含んでいません。 

 

（２）組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

 

取締役会 

株主総会 

情報企画部  会員事業部 サポートセンター 

監査役 

フロンティア 

事業部 

技術部 事業管理部 
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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当社の状況は、10月から販売開始となった新商品「ＯＭＸ」の受注が好調で、前期と比較し、

下半期では14.6％増、通期でも1.9％増の増収となりました。また、利益ベースでも下半期のみでは24百万円の増益、

通期では、51百万円の増益となりました。一方で、施設事業の縮小もあり、利益ベースでは赤字に止まる結果とな

りました。受注ベースでは、引続き安定しており、今後も大幅な改善が見込まれます。 

なお、財務体質の健全化と早期に剰余金の配当ができる状態にすることを目的とし、3月の臨時株主総会を経て、減

資を行いました。 

 会員事業部におきましては、上半期は低調な結果でしたが、上記の通りＯＭＸの販売に伴い、着々と売上を伸ば

してきております。全国各地で見学会の開催、さらに雑誌等にも掲載され、業界の認知度が高まってきております。

また、新入会セミナーの集客も好調で、下半期に2社の入会が決まりました。以上のことから、売上高は、1,012百

万円(前期比 11.4％増)となりました。 

 フロンティア事業部におきましては、引き続き主力商品であるパッシブエアコンを中心に事業を展開しておりま

す。ＺＥＨビルダー登録工務店向けにＤＭ送付等を行い、取引先数も124社(新規27社)となり、売上高は、102百万

円(前期比43.6％増)となりました。 

 メンテナンス事業部におきましては、12月以降の買い替えキャンペーンは好調だったものの、上半期の買い替え

数減少により、売上高は、194百万円(前期比 △8.2％の減収)となりました。 

 技術事業部におきましては、シミュレーションの販売や設計サポートに注力しており、受注件数が増加しており

ます。その結果、売上高は12百万円となりました。 

 その他事業におきましては、補助金額の減少(15百万円減収)、業務委託費の減少(2百万円)があり、売上高は、13

百万円(前期比 △67.9％の減収)となりました。 

 販売費及び一般管理費におきましては、人件費削減をはじめ41百万円が削減となりました。 

 特別利益には、戦略的に行った、いすみ市の太陽光発電所の売却(6百万円)、特別損失には、社屋の全館冷暖房設

備故障による固定資産除却損(12百万円)等が含まれております。 

 以上の結果、売上高1,432,638千円(前年売上高 1,405,487千円)、営業利益 △39,118千円(前年営業利益 

△90,526千円)、経常利益 △49,151千円(前年経常利益 △95,506千円)、当期純利益 △66,536千円(前年純利益 

△34,477千円)となりました。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 
（１）【生産実績】 

該当事項はございません。 

 

（２）【仕入実績】 

当事業年度における仕入れ実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門別の名称 仕入高(千円) 前年同期比(％) 

Ｏ Ｍ 会 員 （ Ｖ Ｃ ） 事 業 717,153 134.3 

フ ロ ン テ ィ ア 事 業 78,358 136.2 

メ ン テ ナ ン ス 事 業 137,165 88.9 

施 設 建 築 事 業 48,736 46.7 

太 陽 光 発 電 事 業 27,389 69.6 

そ の 他 事 業 9,040 49.7 

合計 1,017,844 112.1 

(注) 

1. 金額は、仕入価格によっております。 

2. 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 
（３）【受注実績】 

該当事項はございません。  
 

 

（４）【販売実績】 

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門別の名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

Ｏ Ｍ 会 員 （ Ｖ Ｃ ） 事 業 1,012,746 111.4 

フ ロ ン テ ィ ア 事 業 102,838 143.6 

メ ン テ ナ ン ス 事 業 194,165 91.8 

施 設 建 築 事 業 65,959 50.2 

技 術 事 業 12,659 ― 

太 陽 光 発 電 事 業 31,454 75.5 

そ の 他 事 業 12,814 32.1 

合計 1,432,638 101.9 

(注) 

1. 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 
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３ 【対処すべき課題】 
新商品ＯＭＸの販売開始をきっかけに業績が大幅に改善しており、今期はその基調を維持し、更なる発展の基盤

を作ることに注力します。 

 

1.ＯＭＸ受注増に向けた取り組み 

ＯＭＸの受注数は順調に伸びているものの、会員工務店の取扱い社数で見ると末だ50%に満たない状況にありま

す。取扱いをしない原因については各社各様の事情があるものの、大別すれば新商品に対する理解不足から生じ

る消極的な姿勢にあると考えております。この課題解決に向けて、ＯＭＸ末取扱い先をゼロにするプロジェクト

を立ち上げ、会員向け見学会の随時開催、各社毎の勉強会、現場説明会の開催、営業ツールの提供を積極的に展

開して参ります。 

2.主力商品の受注体制の整備 

当社製品は、建物との一体化が効率的な稼動の為の重要な条件となっており、建築前の図面での配置計画、シ

ミュレーションによる室温状況や消費電力の予想を行っております。全館空調に対する市場認知度が向上する中、

事前の配置計画やシミュレーションは大きな差別化要因であり、人員の確保、事務効率化に一層注力します。 

全館空調システムは建築物の性能やプランに大きく能力を左右され、建物内を全て快適な温度帯にすること自

体も困難であり、増して光熱費を低く押えることを両立させることは更に困難です。当社の配置設計サービスや

シミュレーション技術は営業的な項目としても積極的に発信して参ります。 

3.財務基盤の安定化 

上記のような状況下、これまでに痛んだ財務内容の改善に着手致します。借入金の圧縮をはじめ、幅広で抜本

的な手法を採用していく所存です。 

 

本年度は大幅に飛躍する条件が揃ってきております。 

株主の皆様におかれましては、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 
当事業年度に実施した設備投資の総額は14,798千円であり、その主なものは、本社社屋冷暖房設備設置2,818千円、

宿泊体験型モデルハウスＯＭＸ導入2,032千円、ＯＭＸ特設サイト制作費3,015千円、シミュレーション用ソフトウ

ェア4,870千円などによるものです。 

 

２ 【主要な設備の状況】 
(平成31年3月20日現在) 

事業所名 
(所在地) 

事業部門の
名称 

設備の内容 

 
帳簿価額(千円) 

従業員数 
(名) 建物、建物

附属設備及
び構築物 

機械及び装
置 

工具、器具
及び備品 

土地 
(面積㎡) 

リース資産 
一括 

償却資産 
合計 

本社 
(静岡県浜
松市西区) 

事業全般 本社機能 267,397 ― 792 
― 

(33,292
.36) 

17,573 367 286,131 
33 

（9） 

実験棟 
(静岡県浜
松市西区) 

制御装置関
連 

実験装置関
連 

研究設備 13,301 ― ― ― ― ― 13,301 － 

体験型住宅 
(静岡県浜
松市西区) 

その他 研究・営業 10,146 ― ― ― ― ― 10,146 － 

太陽光発電
設備 
(兵庫県相
生市) 

その他 
売電事業設

備 
－ 133,079 ― ― ― ― 133,079 － 

(注)   

１．上記の他、主要な設備のうち他の者から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。 

 

事業所名 
(所在地) 

事業部門の名称 設備の内容 
年間賃借料 
(千円) 

摘要 

本社 
(静岡県浜松市西区） 

本社 土地 6,606 地代 

 

２．2018 年 5月 31 日付けで、いすみ市太陽光発電設備の戦略的な売却を致しました。 

３. 2018 年 10 月 1 日付けで、本社社屋ヒートポンプチラー故障に伴い、有姿除却を致しました。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株主の状況】 
平成31年3月20日現在 

氏名又は名称 当社との関係 
所有株式数 

(株) 
発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％) 

飯田 祥久 代表取締役 1,151 16.12 

株式会社高千穂 会員工務店 1,109 15.53 

上海福卡建設工程有限公司 関連会社 640 8.96 

石原 信也 監査役 539 7.55 

外山 喜章 個人その他 471 6.59 

ＯＭソーラー従業員持株会 社員 328 4.59 

井上 直紀 個人その他 280 3.92 

中村 正吾 社員 233 3.26 

阿久津 弘行 取締役 224 3.14 

村田 昌樹 取締役 214 3.00 

盧 炫佑 取締役 110 1.54 

その他 ― 1,843 25.81 

計 ― 7,142 100.00 

 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】 
【株式の種類等】 

（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】 

該当事項はありません。 

 

３ 【配当政策】 
 当社の利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しており、長

期的かつ安定的な事業発展に必要な内部留保を確保しつつ、業績動向を勘案し安定した配当を継続実施することを

基本方針としております。 

しかしながら、平成31年3月期通期の経常損失が49,151千円となりましたので、誠に遺憾ではございますが無配と

させていただきます。 
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４ 【役員の状況】 
 

役名及び
職名 

氏名 
（生年月日） 

略歴 任期 
所有株式数 

(株) 

代表 
取締役 

飯田
いいだ

 祥
あき

久
ひさ

 
(昭和46年7月9日) 

平成 7年 4月 

平成16年 8月 

平成17年 2月 

平成17年 8月 

平成18年 6月 

平成19年 6月 

平成19年 7月 

平成20年10月 

平成20年12月 

平成21年 6月 

平成21年 7月 

 

平成29年 8月 

㈱三井住友銀行入社 

㈱ｵｰｴﾑｿｰﾗｰ協会入社 

ｵｰｴﾑ計画㈱(現OMソーラー㈱)入社 

日本ﾓｰｹﾞｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱社外取締役就任 

ｵｰｴﾑ計画㈱(現OMソーラー㈱) 経営企画部長就任 

ｵｰｴﾑ計画㈱(現OMソーラー㈱) 取締役就任 

㈱ｵｰｴﾑｿｰﾗｰ協会取締役就任 

OM建築工房㈱取締役就任 

㈱ｵｰｴﾑｿｰﾗｰ協会代表取締役就任（現任） 

OM総合保証㈱取締役就任（現任） 

ｵｰｴﾑ計画㈱(現OMソーラー㈱) 

代表取締役就任（現任） 

OM建築工房㈱代表取締役就任（現任） 

(注)1 
普通株式 
1,151 

取締役 
情報企画 
部長 

村田
むらた

 昌樹
まさき

 

(昭和38年8月10日) 

昭和61年 4月 

平成 2年 6月 

平成17年 4月 

平成19年 6月 

平成19年 7月 

中部印刷㈱入社 

㈱ｵｰｴﾑｿｰﾗｰ協会入社 

ｵｰｴﾑ計画㈱(現OMソーラー㈱)施設建築部部長就任 

ｵｰｴﾑ計画㈱(現OMソーラー㈱)取締役就任（現任） 

㈱ｵｰｴﾑｿｰﾗｰ協会取締役就任 

(注)1 
普通株式 

214 

取締役 
サポート
センター
部長 

阿久津
あ く つ

 弘
ひろ

行
ゆき

 

(昭和42年8月15日) 

平成 2年 4月 

平成 4年 2月 

平成17年 6月 

平成20年10月 

平成24年 6月 

静岡県警察本部採用 

㈱ｵｰｴﾑｿｰﾗｰ協会入社 

ｵｰｴﾑ計画㈱（現OMソーラー㈱）入社  

OMソーラー㈱事業管理部長就任 

OMソーラー㈱取締役就任（現任） 

(注)1 
普通株式 

224 

取締役 
技術部長 

盧
の

 炫
ひょん

佑
う

 

(昭和44年4月1日) 

平成14年 2月 

平成18年 6月 

平成20年10月 

平成24年 5月 

平成24年 6月 

工学院大学工学（博士）学位取得 

ｵｰｴﾑ計画㈱(現OMソーラー㈱)入社 

OMソーラー㈱技術部長就任（現任） 

日本太陽エネルギー学会理事就任 

OMソーラー㈱取締役就任（現任） 

(注)1 
普通株式 

110 

監査役 石原
いしはら

 信也
のぶや

 

(昭和29年11月9日) 

昭和62年 4月 

平成 4年 3月 

平成16年 4月 

平成16年 5月 

平成19年 6月 

平成22年 6月 

平成26年 6月 

㈱ｵｰｴﾑｿｰﾗｰ協会入社 

㈱ｵｰｴﾑｿｰﾗｰ協会取締役就任 

㈱ｵｰｴﾑｿｰﾗｰ協会代表取締役就任 

ｵｰｴﾑ住宅建設基金㈱代表取締役就任 

ｵｰｴﾑ計画㈱(現OMソーラー㈱)代表取締役就任 

OMソーラー㈱取締役就任 

OMソーラー㈱監査役就任（現任） 

(注)2 
普通株式 

539 

（注） 

1. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の時から令和2年3月期に係る定時株主総会の時までで

あります。 

2. 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の時から令和4年3月期に係る定時株主総会の時までで

あります。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 【計算書類等】 
１． 計算書類等の作成方法について 

当社の計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書 

（以下、「計算書類等」という。）については「会社計算規則」（平成18年2月7日 法務省令第13号） 

に基づいて作成しております。計算書類等その他の事項の金額については、千円未満の端数を切り捨 

てて記載しております。なお、積極的な情報開示の観点から、一部については金融商品取引法に基づ 

いた形式での開示を行っております。 

 

２． 監査証明について 

当社は、会社法第436条第2項第1号の規定に準じて、第21期(平成30年3月21日から平成31年3月20日ま

で)の計算書類等については、公認会計士 細野幹夫の監査を受けております。 
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（１）【貸借対照表】 

 

 

 

 

  
第20期 

(平成30期3月20日現在) 
第21期 

(平成31期3月20日現在) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      

流動資産        

現金及び預金  40,159   39,767   

 受取手形  13,471   －   

売掛金  235,764   245,941   

商品  259,472   291,655   

未収入金  7,328   1,396   

短期貸付金  60,610   71,550   

その他流動資産  51,674   38,222   

貸倒引当金  △8,657 659,824 43.1 △9,102 679,430 49.7 

固定資産        

有形固定資産 ※1      

建物  330,614   292,099   

建物附属設備  32,893   22,286   

構築物  14,108   12,431   

機械及び装置  242,515   142,800   

工具、器具及び備品  7,377   2,675   

一括償却資産  1,711   788   

リース資産 ※2 23,604   17,573   

 建設仮勘定  10,324 663,149 43.3 － 490,655 35.9 

無形固定資産        

借地権  37,071  37,071   

ソフトウェア  43,231   35,335   

電話加入権  2,770 83,073 5.4 2,770 75,177 5.5 

投資その他の資産        

投資有価証券  1,500  1,500   

出資金  1,010   1,010   

子会社株式  9,900   9,900   

長期貸付金  2,143   2,143   

差入保証金  11,923   11,977   

敷金  20,143   20,143   

積立保険料  57,502   57,840   

長期前払費用  21,924 126,047 8.2 16,740 121,255 8.9 

   872,271 56.9  687,089 50.3 

繰延資産        

社債発行費   － 0.0  － 0.0 

資産合計   1,532,095 100.0  1,366,519 100.0 
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第20期 

(平成30期3月20日現在) 
第21期 

(平成31期3月20日現在) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)       

流動負債        

買掛金  160,577   182,350   

短期借入金  129,000   123,000   

未払金  42,160   39,503   

前受金  10,000   501   

仮受金  166   102   

 未払消費税  892    23,708   

預り金  3,790   3,765   

未払法人税等  2,259   296   

未払配当金  350   349   

賞与引当金  12,445 361,643 23.6 11,442 385,021 28.2 

固定負債        

長期借入金  705,302   587,558   

リース負債  25,492   18,979   

預り保証金  332,663   323,564   

役員退職給与引当金  － 1,063,458 69.4 10,940 941,041 68.9 

負債合計   1,425,102 93.0  1,326,063 97.0 

(純資産の部)        

株主資本        

資本金   214,355 14.0  100,000 7.3 

資本剰余金        

資本準備金  357   357   

その他資本剰余金  46,623   6,636   

資本剰余金合計   46,980 3.1  6,993 0.5 

利益剰余金        

利益準備金  357   357   

その他利益剰余金  △154,699   △66,893   

利益剰余金合計   △154,341 △10.1  △66,536 △4.9 

株主資本合計   106,993 7.0  40,456 3.0 

純資産合計   106,993 7.0  40,456 3.0 

負債純資産合計   1,532,095 100.0  1,366,519 100.0 
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（２）【損益計算書】 
 

  
第20期 

(自 平成29年3月21日 
至 平成30年3月20日) 

第21期 
(自 平成30年3月21日 
至 平成31年3月20日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

        

売上高   1,405,487 100.0  1,432,638 100.0 

売上原価   968,841 68.9  985,661 68.8 

売上総利益   436,645 31.1  446,977 31.2 

販売費及び一般管理費   527,172 37.5  486,095 33.9 

営業利益又は営業損失(△)   △90,526 △6.4  △39,118 △2.7 

営業外収益        

受取利息  293   423   

受取配当金  800   －   

雑収入  6,481 7,576 0.5 2,897 3,321 0.2 

営業外費用        

支払利息  12,162   10,834   

社債発行費  116   －   

雑損失  276 12,555 0.9 2,520 13,354 0.9 

経常利益又は経常損失(△)   △95,506  △6.8  △49,151 △3.4 

特別利益        

固定資産売却益  1,818   5,775   

投資有価証券売却益  67,464   －   

保険差益  565   149   

その他特別利益  － 69,848 5.0 4,536 10,460 0.7 

特別損失        

固定資産除却損  －   11,917   

棚卸資産除却損  －   4,383   

役員退職給与引当金繰入  －   10,940   

災害損失  －   307   

その他特別損失 ※1 8,511 8,511 0.6 － 27,549 1.9 

税引前当期純利益又は純
損失(△) 

  △34,168 △2.4  △66,240 △4.6 

法人税、住民税及び事業税   309 0.0  296 0.0 

法人税等合計   309 0.0  296 0.0 

当期純利益又は純損失(△)   △34,477 △2.5  △66,536 △4.6 
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（３）【株主資本等変動計算書】 

 
当事業年度（自 平成30年3月21日 至 平成31年3月20日） 

 

項目 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金       

株主資本 

合計 資本 

準備金 

その他 

資本剰余金 

利益 

準備金 

その他 

利益剰余金 

繰越利益 

剰余金 

平成30年3月21日残高 214,355 357 46,623 357 △154,699 106,993 

事業年度中の変動額 △114,355  △39,986  154,341  

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― 

剰余金の配当に伴う 

利益準備金の積立 
― ― ― ― ― ― 

当期純利益 ― ― ― ― △66,536 △66,536 

事業年度中の変動額合計 △114,355 ― △39,986 ― 87,805 △66,536 

平成31年3月20日残高 100,000 357 6,636 357 △66,893 40,456 

 

（４）【個別注記表】 

①【継続企業の前提に関する注記】 

該当事項はありません。 

 

②【重要な会計方針に係る事項に関する注記】 

1.たな卸資産の評価基準及び評価方法  

製品・半製品・仕掛品･･････････移動平均方による原価法 

原材料・貯蔵品････････････････最終仕入価方による原価法 

 

2.有形固定資産･･････････････････平成28年4月1日以前に取得した有形固定資産については定率法を、平成28年4月

1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっておりま

す。 

 

3.無形固定資産･･････････････････販売目的ソフトウェアは、見込み販売数量に基づく方法又は残存有効期限（3年

以内）に基づく定額法によっており、自社利用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）に基づく定額法によっております。 

 

4.引当金の計上基準 

貸倒引当金････････････････････債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

賞与引当金････････････････････従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上してお

ります。 

 

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。 

なお、リース物件はリース期間を耐用年数とし、利息込法に基づき残存価格を

零とする定額法によっております。 

 
6.消費税等の会計処理方法 税抜方式を採用しております。 

 

7.繰延税金資産は回収可能性に疑義がある為、計上しておりません。 

 

 
③ 会計方針の変更 

該当事項はありません。 
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④【貸借対照表に関する注記】 

第20期 
(平成30年3月20日現在) 

第21期 
(平成31年3月20日現在) 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 98,917千円 ※1.有形固定資産の減価償却累計額 89,442千円 
※2.リースにより使用する固定資産の注記 

貸借対照表に計上した固定資産の他、事務機器の一部

についてはリース契約により使用しております。 

※2.リースにより使用する固定資産の注記 

貸借対照表に計上した固定資産の他、事務機器の一部

についてはリース契約により使用しております。 

 

⑤【損益計算書に関する注記】 

第20期 
(自 平成29年3月21日 
至 平成30年3月20日) 

第21期 
(自 平成30年3月21日 
至 平成31年3月20日) 

※1.その他特別損失の内容は次のとおりであります。 
貸倒損失               342千円 
在庫売却損             8,168千円 

― 
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⑥【金融商品関係に関する注記】 

 

当事業年度(自 平成30年3月21日 至 平成31年3月20日) 

1.商品の状況に関する事項 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しておりま

す。 

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は

主として株式であり、すべて取引関係のある未公開株式です。 

借入金の使途は運転資金および設備投資資金であります。 

 

2.商品の時価等に関する事項 

平成31年3月20日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金及び預金 39,767 39,767 ― 

（2）受取手形及び売掛金 245,941 245,941 ― 

（3）投資有価証券 ― ― ― 

  その他有価証券 ― ― ― 

資産計 285,708 285,708 ― 

（1）買掛金 182,350 182,350 ― 

（2）短期借入金 123,000 123,000 ― 

（3）長期借入金 587,558 582,185 △5,373 

（4）社債 ― ― ― 

負債計 892,908 887,535 △5,373 

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資産 

(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(3) 投資有価証券 

非上場株式（貸借対照表計上額、投資有価証券1,500千円、出資金1,010千円、関係会社有価証券9,900千円）

は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め

て困難と認められるため、「資産(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 

負債 

(1) 買掛金、並びに(2)短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(3) 長期借入金（1年内返済予定長期借入金含む） 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い

て算定する方法によっております。 
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⑦【関連当事者との取引に関する注記】 

 

当事業年度(自 平成30年3月21日 至 平成31年3月20日) 

役員及び個人主要株主等 

属性 
会社等の名称 
又は氏名 

議決権等の所有 
(被所有)割合

(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

子会社 OM建築工房㈱ 100.0 関連会社 

ＯＭソーラー
システムの販

売 
18,438 売掛金 1,508 

家賃等 － 未収入金 － 

資金の貸付 － 短期貸付金 40,460 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 取引条件および取引条件の決定については、市場価格を勘案し、一般取引と同様に決定しております。 

 
⑧【１株当たり情報】 

項目 第20期 第21期 

１株当たり純資産額 14,980円 86銭 5,664円 62銭 

１株当たり当期純利益又は純損失（△） △4,827円 49銭 △9,316円 24銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― 円 ―銭 ― 円 ―銭 

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
第20期 

(自 平成29年3月21日 
至 平成30年3月20日) 

第21期 
(自 平成30年3月21日 
至 平成31年3月20日) 

１株当たり当期純利益又は純損失（△）金額 △4,827円 49銭 △9,316円 24銭 

 当期純利益又は純損失（△）(千円) △34,477 △66,536 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

 普通株式に係る当期純利益又は純損失（△）(千円) △34,477 △66,536 

 普通株式の期中平均株式数(株) 7,142 7,142 

 

⑨【重要な後発事象】 

第20期 
(自 平成29年3月21日 
至 平成30年3月20日) 

第21期 
(自 平成30年3月21日 
至 平成31年3月20日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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（５）【附属明細書】 

①【有形固定資産及び無形固定資産の明細】 
（単位：千円） 

区分 資産の種類 
期首帳簿 
価額 

当期増加額 当期減少額 当期償却額 
期末帳簿 
価額 

減価償却 
累計額 

期末取得 
原価 

有形固定資産 

建物 330,614 ― 406 38,107 292,099 360,544 652,644 

建物附属設備 32,893 4,482 11,430 3,658 22,286 85,157 107,443 

構築物 14,108 ― ― 1,677 12,431 28,475 40,907 

機械及び装置 242,515 763 77,558 22,920 142,800 59,579 202,379 

工具、器具及
び備品 

7,377 ― ― 4,701 2,675 117,586 120,262 

リース資産 23,604 ― ― 6,031 17,573 20,411 37,984 

土地 ― ― ― ― ― ― ― 

一括償却資産 1,711 495 80 1,338 788 1,365 5,159 

建設仮勘定 10,324 6,326 16,650 ― ― ― ― 

計 663,149 12,068 106,125 78,436 490,655 673,117 1,166,778 

無形固定資産 

借地権 37,071 ― ―  37,071 

  

ソフトウェア 43,231 8,706 ― 16,602 35,335 

電話加入権 2,770 ― ―  2,770 

計 83,073 8,706 ― 16,602 75,177 

 

②【引当金の明細】 
（単位：千円） 

区分 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

貸倒引当金 8,657 9,102 8,657  ― 9,102 

賞与引当金 12,445 24,891 25,894  ― 11,442 



ファイル名:H31年3月期会社内容説明書書式 更新日時:2019/07/19 17:27:00 印刷日時:19/07/19 17:27 

19 
 

 

③【販売費及び一般管理費の明細】 

（単位：千円） 

科目 金額 摘要 

役員報酬 42,705  

給料手当 159,382  

中退金 6,035  

法定福利費 31,660  

福利厚生費 1,534  

消耗品費 2,360  

地代家賃 17,032  

賃借料 4,358  

保険料 8,146  

修繕費 8,663  

租税公課 9,356  

販売促進費 3,890  

調査研究費 2,742  

製品保証対応費 2,807  

事務費 5,844  

印刷費 2,728  

減価償却費 77,243  

賞与引当金繰入額 11,442  

貸倒引当金繰入額 445  

旅費交通費 25,772  

通信費 5,939  

水道光熱費 2,320  

支払手数料 2,320  

運賃 875  

広告宣伝費 26,838  

交際費 5,996  

新聞図書費 111  

研修費 6,481  

諸会費 2,900  

寄付金 32  

会議費 3,024  

認定費 1,690  

雑費 3,411  

計 486,095  
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２ 【主な資産及び負債の内容】 
 

①【現金及び預金】 

区分 金額(千円) 

現金 7 

預金  

当座預金 6,139 

普通預金 33,620 

計 39,759 

合計 39,767 

 

②【売掛金】 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

(株)安成工務店 15,340 

(有)ＬＯＨＡＳ 9,841 

宮崎住宅建設工業(株) 9,819 

(株)コアー建築工房 9,705 

相羽建設(株) 9,553 

その他（171社） 191,680 

合計 245,941 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況                   （単位：千円） 

前期繰越高 

(Ａ) 

当期発生高 

(Ｂ) 

当期回収高 

(Ｃ) 

次期繰越高 

(Ｄ) 

 

回 収 率 

滞留期間 
 (Ａ)＋(Ｄ) 

2 

(Ｂ) 

365 

 (Ｃ) 

(Ａ)＋(Ｂ) ×100 

235,764 2,681,791 2,671,614 245,941 91.6％ 32.8日 

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

  

③【商品】 

品名 金額(千円) 

ＯＭソーラーシステム部材 145,607 

システム住宅・一般建材等 135,600 

 会報誌等、販促資材 10,447 

合計 291,655 
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④【買掛金】 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

矢崎エナジーシステム(株) 38,652 

(株)長府製作所 31,386 

(株)竜洋 23,580 

ジー・エム・ジーエコエナジー(株) 12,803 

(株)メデア 11,874 

その他（59社） 64,053 

合計 182,350 

 

⑤【短期借入金】 

区分 金額(千円) 

(株)みずほ銀行 123,000 

合計 123,000 

 

⑥【長期借入金（1年以内返済予定長期借入金を含む）】 

区分 金額(千円) 

(株)商工組合中央金庫 367,300 

(株)静岡銀行 194,249 

(株)清水銀行 26,009 

合計 587,558 

 

⑦【社債】 

区分 金額(千円) 

― ― 

合計 ― 

 

⑧【預り保証金】 

区分 金額(千円) 

宮崎住宅建設工業(株) 5,600 

(株)井福建設 5,300 

その他（161社） 312,664 

合計 323,564 
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３ 【その他】 
（１）【借入金等明細表】 

 

区分 
当期首残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 129,000 123,000 1.028 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 167,124 156,908 2.869 ― 

１年以内に返済予定のリース債務 6,513 6,348 ― ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

538,178 430,650 2.645 
令和2年9月30日 
～令和9年3月31日 

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

― 12,630 ― 令和4年3月14日 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 840,815 729,537 ― ― 

(注) 

1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

2. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務の決算日後５年内における返済予定額は以下

のとおりであります。 

 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 139,137 112,020 68,833 47,680 

リース債務 6,315 6,315 － － 

 

（２）【売上原価明細書】 

財務諸表等規則に準じて作成した第20期及び第21期の売上原価明細書は以下のとおりです。なお、当該明細書に

ついては監査を受けておりません。 

 

  
第20期 

(自 平成29年3月21日 
至 平成30年3月20日) 

第21期 
(自 平成30年3月21日 
至 平成31年3月20日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 期首商品たな卸高  328,683 33.9 259,472 26.3 

Ⅱ 当期仕入高  907,798 93.7 1,017,844 103.3 

合計  1,236,482 127.6 1,277,316 129.6 

Ⅲ 他勘定振替高  8,168 0.8 － － 

Ⅳ 期末商品たな卸高  259,472 26.8 291,655 29.6 

売上原価  968,841 100.0 985,661 100.0 
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（３）【キャッシュ・フローの状況】 

財務諸表等規則に準じて作成した第20期及び第21期のキャッシュ・フローの状況を参考までに掲げると以下の通

りです。なお、当該状況につきましては監査を受けておりません。 
 

  
第20期 

(自 平成29年3月21日 
至 平成30年3月20日) 

第21期 
(自 平成30年3月21日 
至 平成31年3月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前当期純利益  △34,168 △66,240 

２ 減価償却費  78,921 77,243 

３ 貸倒引当金の増減額  △2,265 445 

４ その他引当金の増減額  41 △1,003 

５ 受取利息及び受取配当金  △1,094 △423 

６ 支払利息  12,279 10,834 

７ 売上債権の増減額  91,765 3,295 

８ 棚卸資産の増減額  71,979 △28,836 

９ 仕入債務の増減額  △125,429 21,772 

10 その他  △9,923 16,037 

11 有形固定資産売却益  △1,818 6,142 

12 投資有価証券売却益  △67,464 － 

13 その他流動負債の増減額  △31,470 1,472 

小計  △18,647 40,740 

18 利息及び配当金の受取額  1,094 423 

19 利息の支払額  △12,162 △10,834 

20 法人税等の支払額  476 △2,259 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △29,239 28,070 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の取得による支出  △36,713 4,582 

２ 有形固定資産の売却による収入  37,372 84,525 

３ 投資有価証券の取得による支出  △500 － 

４ 投資有価証券の売却による収入  83,464 － 

５ 貸付けによる支出  － － 

６ 貸付金の回収による収入  5,960 － 

７ その他投資による支出  △41,062 △4,264 

８ その他  41,050 16,952 

９ リース債務の借入による収入  31,577 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  121,148 101,796 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 積立預金による支出  － － 

２ 短期借入金の純増減額  △16,100 △6,000 

３ 社債発行による収入  － － 

４ 社債償還による支出  △100,000 － 

５ 長期借入れによる収入  229,000 50,000 

６ 長期借入金の返済による支出  △193,305 △167,744 

７ リース債務の支払による支出  △6,513 △6,513 

８ 配当金支払いによる支出  △4 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △86,923 △130,258 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  4,985 △391 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  35,173 40,159 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  40,159 39,767 
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(注)  

1. キャッシュ・フローの状況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、価値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 

2. 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 

 第20期  第21期 
現金及び預金 40,159千円  39,767千円 

計 40,159千円  39,767千円 
預入期間３か月超の定期預金 －  － 

現金及び現金同等物 40,159千円  39,767千円 
 






